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AWS Glue の機能

AWS Glue の概要
AWS Glue は、分析を行うユーザーが複数のソースからのデータを簡単に検出、準備、移動、統合できる
ようにするサーバーレスのデータ統合サービスです。分析、機械学習、アプリケーション開発に使用で
きます。また、ジョブの作成、実行、ビジネスワークフローの実装のための生産性向上に役立つツールや
データ運用ツールも追加されています。
AWS Glue を使用すれば、70 を超える多様なデータソースを検出して接続し、一元化されたデータカタ
ログでデータを管理できます。抽出、変換、ロード (ETL) パイプラインを視覚的に作成、実行、モニタ
リングして、データをデータレイクにロードできます。また、Amazon Athena、Amazon EMR、Amazon
Redshift Spectrum を使用して、カタログ化されたデータをすぐに検索し、クエリできます。
AWS Glue は、主要なデータ統合機能を単一のサービスに統合します。これは、データ検出、最新の
ETL、クリーニング、変換、一元化されたカタログ作成が含まれます。また、サーバーレスなので、管理
するインフラストラクチャがありません。AWS Glue は、ETL、ELT、ストリーミングなどのすべてのワー
クロードを 1 つのサービスで柔軟にサポートすることで、さまざまなワークロードやユーザータイプの
ユーザーをサポートします。
また、AWS Glue アーキテクチャ全体でデータを簡単に統合できます。AWS 分析サービスと Amazon S3
データレイクを統合します。AWS Glue では、さまざまな技術的スキルセットに合わせてカスタマイズさ
れたソリューションを備えており、デベロッパーからビジネスユーザーまで、すべてのユーザーが使いや
すい統合インターフェイスとジョブ作成ツールを用意しています。
オンデマンドで拡張できる AWS Glue を使用すれば、データの価値を最大化する価値の高いアクティビ
ティに集中できます。あらゆるデータサイズに合わせてスケーリングでき、すべてのデータ型とスキーマ
の差異をサポートします。俊敏性を高め、コストを最適化するため、AWS Glue は、組み込みの高可用性
と従量制料金を提供します。
料金については、AWS Glue の料金を参照してください。
AWS Glue Studio
AWS Glue Studio は、AWS Glueでのデータ統合ジョブの作成、実行、モニタリングを容易にするグラ
フィカルインターフェイスです。データ変換ワークフローを視覚的に作成し、AWS Glue の Apache Spark
ベースのサーバーレス ETL エンジンでシームレスに実行することができます。詳細については、「AWS
Glue Studio とは?」を参照してください。
AWS Glue Studio を使用すると、データを収集、変換、クリーニングするジョブを作成および管理できま
す。AWS Glue Studio を使用して、ジョブスクリプトのトラブルシューティングや編集ができます。
トピック
• AWS Glue の機能 (p. 1)
• AWS Glue で開始 (p. 2)
• AWS Glue へのアクセス (p. 3)
• 関連サービス (p. 3)

AWS Glue の機能
AWS Glue の機能は、次の 3 つの主要なカテゴリに分類されます。
• データの検出と整理
• 分析用データの変換、準備、クリーニング
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• データパイプラインの構築とモニタリング
データの検出と整理
• 複数のデータストアを統合して検索 – AWS ですべてのデータをカタログ化することで、複数のデータ
ソースやシンクで保存、インデックス作成、検索を行うことができます。
• データを自動的に検出 – AWS Glue クローラーを使用して自動的にスキーマ情報を推測し、AWS Glue
Data Catalog のスキーマ情報に統合します。
• スキーマとアクセス許可を管理 – データベースとテーブルへのアクセスを検証し、制御します。
• さまざまなデータソースに接続 – オンプレミスと AWS の両方で複数のデータソースを活用し、AWS
Glue 接続を使用してデータレイクを構築します。
分析用データの変換、準備、クリーニング
• ドラッグアンドドロップインターフェイスでデータを視覚的に変換 – ドラッグアンドドロップジョブエ
ディターで ETL プロセスを定義し、データを抽出、変換、ロードするコードを自動的に生成します。
• シンプルなジョブスケジューリングで複雑な ETL パイプラインを構築 – スケジュール、オンデマンド、
またはイベントに基づいて AWS Glue ジョブを呼び出します。
• 転送中のストリーミングデータのクリーニングと変換 – 継続的なデータ消費が可能になり、転送中の
データをクリーニングして変換します。これにより、ターゲットデータストアでの分析が数秒でできる
ようになります。
• 組み込みの機械学習によるデータの重複排除とクリーニング – FindMatches 機能を使用することで、
機械学習の専門知識がなくても、分析用のデータをクリーニングして準備できます。この機能は、相互
に不完全な一致であるレコードを重複排除して検索します。
• 組み込みのジョブノートブック – AWS Glue Studio ジョブノートブックは、AWS Glue Studio での最小
限のセットアップでサーバーレスノートブックを提供するため、すぐに使用を開始できます。
• ETL コードの編集、デバッグ、テスト – AWS Glue インタラクティブセッションを使用することで、
データをインタラクティブに探索して準備できます。任意の IDE またはノートブックを使用して、デー
タをインタラクティブに探索、実験、処理できます。
• 機密データの定義、検出、修正 – AWS Glue の機密データ検出により、データパイプラインとデータレ
イク内の機密データを定義、識別、処理できます。
データパイプラインの構築とモニタリング
• ワークロードに基づいて自動的にスケーリング – ワークロードに基づいて、リソースを動的にスケール
アップまたはスケールダウンできます。これにより、ワーカーは必要な場合にのみジョブに割り当てら
れます。
• イベントベースのトリガーでジョブを自動化 – イベントベースのトリガーでクローラーまたは AWS
Glue ジョブを開始し、依存するジョブとクローラーのチェーンを設計します。
• ジョブの実行とモニタリング – AWS Glue ジョブを実行し、自動モニタリングツールである Apache
Spark UI、AWS Glue ジョブ実行インサイト、AWS CloudTrail を使用してモニタリングします。
• ETL と統合アクティビティのワークフローを定義 – ETLのワークフローと、複数のクローラー、ジョ
ブ、トリガーの統合アクティビティを定義します。

AWS Glue で開始
以下のセクションから開始することが推奨されます。
• AWS Glue クローン作成の概要
• AWS Glue の概念
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• AWS Glue 用の IAM アクセス許可のセットアップ
•
•
•
•

AWS Glue Data Catalog の開始方法
AWS Glue でジョブを作成する
AWS Glue のインタラクティブセッションの開始方法
AWS Glue でのオーケストレーション

AWS Glue へのアクセス
次のインターフェイスを使用して、AWS Glue ジョブの作成、表示、管理ができます。
• AWS Glue コンソール – AWS Glue ジョブを作成、表示、管理するためのウェブインターフェイスを提
供します。コンソールにアクセスするには、「AWS Glue コンソール」を参照してください。
• AWS Glue Studio – AWS Glue ジョブを視覚的に作成および編集するためのグラフィカルインターフェ
イスを提供します。詳細については、「AWS Glue Studio とは?」を参照してください。
• AWS CLI リファレンスの AWS Glue セクション – AWS Glue で使用できる AWS CLI コマンドを提供し
ます。詳細については、「AWS CLI Reference for AWS Glue」(AWS Glue 向けの AWS CLI リファレン
ス) を参照してください。
• AWS Glue API – デベロッパー向けの完全な API リファレンスを提供します。詳細については、「AWS
Glue API」を参照してください。

関連サービス
AWS Glue のユーザーは、以下も使用します。
• AWS Lake Formation – AWS Glue Data Catalog 内のリソースへの詳細に設定されたアクセスコントロー
ルを行う認証レイヤーであるサービス。
• AWS Glue Data Brew – コードを記述せずに、データをクリーニングし正規化するためのビジュアル
データ準備ツール。
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AWS Glue: 仕組み
AWS Glue は他の AWS のサービスを使用して ETL (抽出、変換、ロード) ジョブを調整し、データウェア
ハウスとデータレイクを構築して、出力ストリームを生成します。AWS Glue は API オペレーションを呼
び出して、データの変換、ランタイムログの作成、ジョブロジックの保存を行い、ジョブ実行のモニタリ
ングに役立つ通知を作成します。AWS Glue コンソールはこれらのサービスを管理アプリケーションに接
続して、お客様が ETL ワークの作成とモニタリングに集中できるようにします。管理およびジョブ開発の
オペレーションは、コンソールがお客様に代わって実行します。データソースへのアクセスとデータター
ゲットへの書き込みを行うために必要な、認証情報と他のプロパティは、お客様が AWS Glue に提供する
必要があります。
AWS Glue は、ワークロードを実行するために必要なリソースのプロビジョニングおよび管理を行いま
す。AWS Glue が代わって行うため、ETL ツールのインフラストラクチャを作成する必要はありません。
リソースが必要な場合、起動時間を削減するために、AWS Glue はインスタンスのウォームプールからイ
ンスタンスを使用してワークロードを実行します。
AWS Glue では、Data Catalog にあるテーブル定義を使用してジョブを作成します。ジョブは、変換を
実行するプログラミングロジックを含むスクリプトで構成されます。トリガーを使用し、スケジュールに
基づいて、または指定されたイベントの結果としてジョブを開始します。ターゲットデータが存在する場
所、およびターゲットに入力するソースデータを指定します。入力により、AWS Glue はデータをソース
からターゲットに変換するのに必要なコードを生成します。AWS Glue コンソールまたは API でスクリプ
トを提供してデータを処理することもできます。
データソース
AWS Glue では、次のデータソースがサポートされています。
• データストア
• Amazon S3
• Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
• JDBC アクセスが可能なサードパーティのデータベース
• Amazon DynamoDB
• MongoDB と Amazon DocumentDB (MongoDB 互換)
• データストリーム
• Amazon Kinesis Data Streams
• Apache Kafka
[Data Targets] (データターゲット)
AWS Glue では、次のデータターゲットがサポートされています。
• Amazon S3
• Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
• JDBC アクセスが可能なサードパーティのデータベース
• MongoDB と Amazon DocumentDB (MongoDB 互換)
AWS Glue は複数の AWS リージョンで利用可能です。詳細については、Amazon Web Services 全般のリ
ファレンスの「AWS リージョンエンドポイント」を参照してください。
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トピック
• 独立で実行されるサーバーレス ETL ジョブ (p. 5)
• AWS Glue の概念 (p. 5)
• AWS Glue コンポーネント (p. 8)
• AWS Glue を使用して半構造化されたスキーマをリレーショナルスキーマに変換する (p. 11)

独立で実行されるサーバーレス ETL ジョブ
AWS Glue は、Apache Spark サーバーレス環境で ETL ジョブを実行します。AWS Glue は、独自のサー
ビスアカウントでプロビジョニングして管理する仮想リソースでこれらのジョブを実行します。
AWS Glue は、以下を実行するよう設計されています。
• お客様のデータを分離します。
• 伝送中と保管時のお客様のデータを保護します。
• 一時的な制限された認証情報を使用して、またはアカウント内の IAM ロールに対するお客様の同意を得
て、お客様のリクエストに応え必要な時だけお客様のデータにアクセスします。
ETL ジョブのプロビジョニング時に、Virtual Private Cloud (VPC) にある入力データソースおよび出力デー
タターゲットを提供します。また、データソースおよびターゲットにアクセスするために必要な、IAM
ロール、VPC ID、サブネット ID、およびセキュリティグループを提供します。各タプル (顧客アカウント
ID、IAM ロール、サブネット ID、およびセキュリティグループ) に、AWS Glue は、AWS Glue サービス
アカウント内の他のすべての Spark 環境からネットワークおよび管理レベルで分離された新しい Spark 環
境を作成します。
AWS Glue はプライベート IP アドレスを使用して、サブネットで Elastic Network Interface を作成しま
す。Spark ジョブはこれらの Elastic Network Interface を使用して、データソースおよびデータターゲッ
トにアクセスします。Spark 環境内外への、また Spark 環境内でのトラフィックは、VPC およびネット
ワークポリシーにより管理されます。ただし、1 つ例外があり、AWS Glue ライブラリに対する呼び出し
は、AWS Glue VPC 経由で AWS Glue API オペレーションにトラフィックをプロキシできます。すべての
AWS Glue API 呼び出しはログに記録されます。そのため、データの所有者は、監査ログをアカウントに
配信する AWS CloudTrail を有効にすることで API アクセスを監査できます。
ETL ジョブを実行する AWS Glue 管理の Spark 環境は、他の AWS のサービスと同じセキュリティ実施方
法で保護されています。プラクティスと共有されたセキュリティ責任の概要については、「Introduction to
AWS Security Processes」のホワイトペーパーを参照してください。

AWS Glue の概念
次の図は、AWS Glue 環境のアーキテクチャを示します。
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でジョブAWS Glueを指定し、データソースからデータターゲットへのデータの抽出、変換、ロード (ETL)
に必要な作業を完了します。通常は、以下のアクションを実行します。
• データストアソースの場合は、クローラを指定し、AWS Glue Data Catalog にメタデータテーブルの定
義を入力します。データストアでクローラを指定し、クローラは Data Catalog のテーブル定義を作成し
ます。ストリーミングソースの場合は、Data Catalog テーブルを手動で定義し、データストリームのプ
ロパティを指定します。
テーブル定義に加えて、AWS Glue Data Catalog には ETL ジョブを定義するために必要な他のメタデー
タが含まれています。このメタデータを使用して、データを変換するジョブを定義できます。
• AWS Glue はデータを変換するスクリプトを生成できます。または、AWS Glue コンソールまたは API
でスクリプトを提供できます。
• ジョブをオンデマンドで実行する、または、指定したトリガーが発生すると開始するようにセットアッ
プできます。トリガーは、時間ベースのスケジュールまたはイベントです。
ジョブが実行されると、スクリプトはデータソースからデータを抽出し、データを変換してデータター
ゲットにロードします。スクリプトは AWS Glue の Apache Spark 環境で実行されます。

Important
AWS Glue のテーブルとデータベースは、AWS Glue Data Catalog のオブジェクトです。それら
にはメタデータが含まれ、データストアからのデータは含まれません。
AWS Glue で正常に処理するために、CSV などのテキストベースのデータは UTF-8 でエンコードする
必要があります。詳細については、Wikipedia の「UTF-8」を参照してください。
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AWS Glue の用語
AWS Glue は、複数のコンポーネントの相互作用に依存して抽出、変換、ロード (ETL) ワークフローを作
成および管理しています。

AWS Glue Data Catalog
AWS Glue の持続的なメタデータストア。これには、AWS Glue 環境を管理するためのテーブル定義、
ジョブ定義、およびその他のコントロール情報が含まれています。各 AWS アカウントには、リージョン
ごとに 1 つの AWS Glue Data Catalog があります。

分類子
データのスキーマを決定します。AWS Glue は、一般的なファイルタイプの分類子を提供します
(CSV、JSON、AVRO、XML など)。また、JDBC 接続を使用する一般的なリレーショナルデータベース
管理システムの分類子を提供します。独自の分類子を記述するには、 grok パターンを使用する、また
は、XML ドキュメント内の行タグを指定します。

Connection
特定のデータストアに接続するために必要なプロパティを含む Data Catalog オブジェクトです。

Crawler
データストア (ソースまたはターゲット) に接続し、分類子の優先順位リストを進行してデータのスキーマ
を判断し、AWS Glue Data Catalog にメタデータテーブルを作成するプログラムです。

データベース
論理グループに分類される、一連の関連付けられた Data Catalog テーブル定義です。

データストア、データソース、データターゲット
データストア は、データを永続的に保存するリポジトリです。例として、Amazon S3 バケット、リレー
ショナルデータベースなどがあります。データソースは、プロセスまたは変換への入力として使用される
データストアです。データターゲットはプロセスまたは変換の書込み先であるデータストアです。

開発エンドポイント
エンドポイントは、AWS Glue ETL スクリプトの開発およびテストに使用できる環境です。

動的フレーム
構造や配列などのネストされたデータをサポートする分散テーブルです。各レコードは自己記述型であ
り、半構造化データのスキーマの柔軟性を持つよう設計されています。各レコードには、データとその
データを記述するスキーマの両方が含まれます。動的フレームと Apache Spark DataFrames の両方を
ETL スクリプトで使用し、それらの間で変換できます。動的フレームは、データクリーニングと ETL 用の
一連の高度な変換を提供します。

Job
ETL 作業を実行するために必要なビジネスロジックです。変換スクリプト、データソース、およびデータ
ターゲットで構成されます。ジョブ実行は、スケジュールされたトリガーにより、または、イベントにト
リガーされることで開始されます。
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ノートブックサーバー
PySpark ステートメントを実行するために使用できるウェブベースの環境。PySpark は ETL プログラミン
グの Python ダイアレクトです。詳細については、「Apache Zeppelin」を参照してください。開発エンド
ポイントにノートブックサーバーをセットアップして、PySpark ステートメントを AWS Glue 拡張機能で
実行できます。

スクリプト
ソースからデータを抽出し、変換し、ターゲットにロードするコード。AWS Glue は PySpark または
Scala スクリプトを生成します。

テーブル
データを表すメタデータ定義。データが、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ファイ
ル、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) テーブル、または別の一連のデータのどれにあ
る場合でも、テーブルはデータのスキーマを定義します。AWS Glue Data Catalog のテーブルは、列名、
データ型の定義、パーティション情報、および基本データセットに関するその他のメタデータで構成され
ています。データのスキーマは AWS Glue のテーブル定義で表されます。実際のデータは、ファイルま
たはリレーショナルデータベーステーブルにあっても、元のデータストアに残ります。AWS Glue はファ
イルとリレーショナルデータベースのテーブルを AWS Glue Data Catalog に格納します。それらは、ETL
ジョブを作成する際にソースおよびターゲットとして使用されます。

変換
データを操作して別の形式にするために使用するコードのロジック。

[Trigger] (トリガー)
ETL ジョブを開始します。トリガーはスケジュールされた時間またはイベントに基いて定義できます。

ワーカー
AWS Glue では、ETL ジョブの実行にかかる時間に対してのみお支払いが発生します。管理するリソー
スはなく、前払い料金もありません。また、起動時間やシャットダウン時間に対しての課金もありませ
ん。ETL ジョブの実行に使用されたデータ処理ユニット (DPUs) の数に基づいて時間あたりの料金が請求
されます。単一のデータ処理ユニット（DPU）は、ワーカーとも呼びます。AWS Glue には、ジョブのレ
イテンシーとコスト要件を満たす構成を選択するのに役立つような 3 つのワーカータイプが用意されてい
ます。ワーカーには、Standard、G.1X、G.2X、および G.025X 構成があります。

AWS Glue コンポーネント
AWS Glue は、抽出、変換、ロード (ETL) ワークロードを設定し管理するためのコンソールと API オペ
レーションを備えています。いくつかの言語に固有な SDK と AWS Command Line Interface (AWS CLI)
を介して API オペレーションを使用できます。AWS CLI の使用については、「AWS CLI コマンドリファ
レンス」を参照してください。
AWS Glue は AWS Glue Data Catalog を使用して、データソース、変換、およびターゲットについての
メタデータを保存します。Data Catalog は Apache Hive メタストアのドロップインリプレースメントで
す。AWS Glue Jobs system は、データの ETL オペレーションの定義、スケジューリング、および実行
のためのマネージド型インフラストラクチャを備えています。AWS Glue API の詳細については、「AWS
Glue API (p. 745)」を参照してください。
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AWS Glue コンソール
AWS Glue コンソールを使用して、ETL ワークフローを定義しオーケストレーションします。コンソール
は AWS Glue Data Catalog および AWS Glue Jobs system のいくつかの API オペレーションを呼び出し
て、次のタスクを実行します。
• ジョブ、テーブル、クローラ、接続などの AWS Glue オブジェクトを定義します。
• いつクローラが実行するかをスケジュールします。
• ジョブトリガーのイベントやスケジュールを定義します。
• AWS Glue オブジェクトのリストを検索しフィルタリングします。
• 変換スクリプトを編集します。

AWS Glue Data Catalog
AWS Glue Data Catalog は AWS クラウド内にある永続的な技術メタデータストアです。
各 AWS アカウントには、AWS リージョンごとに 1 つの AWS Glue Data Catalog があります。各データ
カタログは、データベースに構成された高度にスケーラブルなテーブルのコレクションです。テーブル
は、Amazon RDS、Apache Hadoop 分散ファイルシステム、Amazon OpenSearch Service などのソー
スに保存されている構造化データまたは半構造化データの集合をメタデータで表現したものです。AWS
Glue Data Catalog は統一されたリポジトリを提供するため、異種システムはデータサイロのデータを追跡
するためにメタデータを保存し検索することができます。その後は、メタデータを使用して、多種多様な
アプリケーション全体で一貫したやり方でそのデータをクエリしたり変換したりすることができます。
データカタログを AWS Identity and Access Management ポリシーと Lake Formation と併用することで、
テーブルやデータベースへのアクセスを制御します。この方法により、企業内の様々なグループが、機密
情報を高度かつ詳細に保護しながら、より広範な組織に対してデータを安全に公開できるようになりま
す。
また、データカタログを CloudTrail や Lake Formation を併用することで、スキーマ変更の追跡やデータア
クセス制御を備えた包括的な監査およびガバナンス機能も提供します。これにより、データの不適切な変
更や誤った共有を防止できます。
AWS Glue Data Catalog のセキュリティ保護と監査の詳細については、以下を参照してください。
• AWS Lake Formation – 詳細については、AWS Lake Formation デベロッパーガイドの「AWS Lake
Formation とは？」を参照してください。
• CloudTrail – 詳細については、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」の「CloudTrail とは」を参照してく
ださい。
次に示すのは、AWS Glue Data Catalog を使用する AWS の他のサービスとオープンソースプロジェクト
です。
• Amazon Athena – 詳細については、Amazon Athena ユーザーガイドの「テーブル、データベース、およ
びデータカタログの理解」を参照してください。
• Amazon Redshift Spectrum – 詳細については、Amazon Redshift データベースデベロッパーガイドの
「Amazon Redshift Spectrum を使用した外部データのクエリ」を参照してください。
• Amazon EMR – 詳細については、Amazon EMR マネジメントガイドの「AWS Glue Data Catalog への
Amazon EMR アクセスにリソースベースのポリシーを使用する」を参照してください。
• Apache Hive メタストア用 AWS Glue Data Catalog クライアント – この GitHub プロジェクトの詳細に
ついては、「AWS Glue Data Catalog Client for Apache Hive Metastore」を参照してください。
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AWS Glue クローラおよび分類子
AWS Glue では、あらゆる種類のリポジトリにあるデータのスキャン、分類、スキーマ情報の抽出、その
メタデータの AWS Glue Data Catalog への自動保存ができるクローラを設定することもできます。そこか
ら AWS Glue Data Catalog は ETL オペレーションをガイドするのに使用できます。
クローラおよび分類子の設定方法については、「AWS Glue でのクローラーの定義 (p. 83)」を参照して
ください。AWS Glue API を使用してクローラおよび分類子をプログラムする方法については、「クロー
ラーおよび分類子 API (p. 824)」を参照してください。

AWS Glue ETL オペレーション
AWS Glue は、Data Catalog のメタデータを使用して、さまざまな ETL オペレーションを実行するため
に使用や変更ができる AWS Glue 拡張機能を備えた、Scala または PySpark (Apache Spark 用の Python
API) スクリプトを自動生成できます。たとえば、未加工データを抽出、クリーンアップ、および変換して
からその結果を別のリポジトリに保存して、クエリと分析を行うことができます。このようなスクリプト
は、CSV ファイルをリレーショナル形式に変換し、Amazon Redshift に保存する場合があります。
AWS Glue ETL 機能の使用方法の詳細については、「ETL スクリプトのプログラミング (p. 493)」を参
照してください。

AWS Glue でのストリーミング ETL
AWS Glue を使用すると、連続実行のジョブを使用して、ストリーミングデータに対して ETL 操作を実
行できます。AWS Glue のストリーミング ETL は、Apache Spark 構造化ストリーミングエンジン上に構
築され、Amazon Kinesis Data Streams、Apache Kafka、および Amazon Managed Streaming for Apache
Kafka (Amazon MSK) からストリームを取り込むことができます。ストリーミング ETL では、ストリー
ミングデータのクリーニングと変換を行い、Simple Storage Service (Amazon S3) または JDBC データス
トアにロードできます。AWS Glue のストリーミング ETL を使用すると、IoT ストリーム、クリックスト
リーム、ネットワークログなどのイベントデータを処理できます。
ストリーミングデータソースのスキーマがわかっている場合は、Data Catalog テーブルで指定できます。
そうでない場合は、ストリーミング ETL ジョブでスキーマ検出を有効にできます。ジョブは、受信データ
からスキーマを自動的に決定します。
ストリーミング ETL ジョブは、AWS Glue 組み込みの変換および Apache Spark 構造化ストリーミン
グネイティブの変換の両方を使用できます。詳細については、「Operations on streaming DataFrames/
Datasets」 を参照してください。
詳しくは、「the section called “ストリーミング ETLジョブ” (p. 376)」を参照してください。

AWS Glue ジョブシステム
AWS Glue Jobs system は、ETL ワークフローをオーケストレーションするためのマネージド型インフラ
ストラクチャを提供します。データを抽出したり変換したり異なる場所へ転送したりするのに使用するス
クリプトを自動化するジョブを AWS Glue で作成できます。ジョブはスケジュールしたり連鎖させること
ができます。または新しいデータの到着などのイベントによってトリガーすることができます。
AWS Glue Jobs system の使用方法の詳細については、「AWS Glue のモニタリング (p. 405)」を
参照してください。AWS Glue Jobs system API を使用したプログラミングについては、「ジョブ
API (p. 895)」を参照してください。
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レーショナルスキーマに変換する

AWS Glue を使用して半構造化されたスキーマをリ
レーショナルスキーマに変換する
半構造化データをリレーショナルテーブルに変換することが一般的です。概念的には、階層的なスキーマ
をリレーショナルスキーマに平坦化します。AWS Glue は、この変換を臨機応変に実行できます。
通常、半構造化されたデータには、データ内のエンティティを識別するためのマークアップが含まれてい
ます。固定されたスキーマのない、ネスト化されたデータ構造を持つことができます。半構造化データの
詳細については、Wikipedia の 半構造化データ を参照してください。
リレーショナルデータは、行と列で構成されるテーブルで表されます。テーブル間の関係は、プライマ
リキー (PK) と外部キー (FK) の関係によって表すことができます。詳細については、Wikipedia の リレー
ショナルデータベース を参照してください。
AWS Glue は、クローラを使用して半構造化データのスキーマを推測します。次に、ETL (抽出、変換、
ロード) ジョブを使用してデータをリレーショナルスキーマに変換します。例えば、JSON データを解析
して、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ソースファイルから Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) テーブルに変換したい場合があります。AWS Glue がスキーマの違いを処理する方
法を理解すると、変換プロセスを理解するうえで役立ちます。
この図は、AWS Glue が半構造化スキーマをリレーショナルスキーマに変換する方法を示しています。

この図は、以下を示すものでます。
• 単一の値 A は、直接リレーショナル列に変換されます。
• 値のペアである B1 および B2 は、2 つのリレーショナル列に変換されます。
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• 子の X と Y を持つ C 構造は、2 つのリレーショナル列に変換されます。
• 配列 D[] は、別のリレーショナルテーブルを指す外部キー (FK) 列のリレーショナル列に変換されま
す。2 番目のリレーショナルテーブルには、プライマリキー (PK) に加えて、オフセットと配列の項目の
値を含む列があります。
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AWS Glue 用の IAM アクセス許可のセットアップ

AWS Glue の開始方法
以下のセクションでは、AWS Glue の設定について説明します。AWS Glue の使用を開始するにあたり、
すべての設定事項が必要になるわけではありません。IAM アクセス許可、暗号化、VPC を使用する場合の
DNS、データストアにアクセスするための環境、インタラクティブセッションを使用する場合など、必要
に応じて指示に従って設定することができます。
トピック
• AWS Glue 用の IAM アクセス許可のセットアップ (p. 13)
• AWS Glue クローン作成の概要 (p. 33)
• AWS Glue Data Catalog の開始方法 (p. 35)
• データストアへのネットワークアクセスを設定する (p. 39)
• AWS Glue での暗号化のセットアップ (p. 44)
• AWS Glue のための開発用ネットワークの設定 (p. 47)

AWS Glue 用の IAM アクセス許可のセットアップ
AWS Identity and Access Management (IAM) を使用して、AWS Glue によって使用されるリソースにアク
セスするために必要なポリシーとロールを定義します。次の手順では、環境を設定するために必要な基本
的なアクセス許可について説明します。ビジネスニーズに応じて、リソースへのアクセスを追加または削
減できます。
1. AWS Glue サービス用に IAM ポリシーを作成する (p. 13): AWS Glue リソースへのアクセスを許可す
るサービスポリシーを作成します。
2. AWS Glue 用に IAM ロールを作成する (p. 17): IAM ロールを作成して、AWS Glue が使用する
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) リソース用の AWS Glue サービスポリシーおよびポリ
シーをアタッチします。
3. AWS Glue にアクセスする IAM ユーザーにポリシーをアタッチする (p. 18): AWS Glue コンソールに
サインインする IAM ユーザすべてにポリシーをアタッチします。
4. ノートブックの IAM ポリシーを作成する (p. 26): 開発エンドポイント上のノートブックサーバーの
作成に使用する、ノートブックサーバーポリシーを作成します。
5. ノートブック用の IAM ロールを作成する (p. 29): IAM ロールを作成し、ノートブックサーバーポリ
シーをアタッチします。
6. Amazon SageMaker ノートブック用の IAM ポリシーの作成 (p. 30): 開発エンドポイント上に
Amazon SageMaker ノートブックを作成する際に使用する IAM ポリシーを作成します。
7. Amazon SageMaker ノートブック用に IAM ロールを作成する (p. 32): IAM ロールを作成して、開
発エンドポイント上に Amazon SageMaker ノートブックを作成する際にアクセス許可を付与するため
に、ポリシーをアタッチします。

ステップ 1: AWS Glue サービス用の IAM ポリシーを
作成する
Amazon S3 のオブジェクトにアクセスするなど、別の AWS リソース上のデータにアクセスするオペレー
ションの場合、AWS Glue には、ユーザーの代わりにリソースにアクセスするためのアクセス許可が必要
です。AWS Identity and Access Management (IAM) を使用してアクセス権限を提供できます。

Note
AWS 管理ポリシー AWSGlueServiceRole を使用する場合は、このステップをスキップできま
す。
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ス用の IAM ポリシーを作成する

このステップでは、AWSGlueServiceRole に似たポリシーを作成します。AWSGlueServiceRole の最
新バージョンは IAM コンソールで取得できます。

AWS Glue の IAM ポリシーを作成するには
このポリシーは、AWS Glue がこのポリシーを使用してロールを引き受ける際に必要となる、アカウン
ト内のリソースを管理する Amazon S3 アクションの一部を許可します。このポリシーで指定されてい
るリソースの一部は、Amazon S3 バケット、Amazon S3 ETL スクリプト、CloudWatch Logs、および
Amazon EC2 リソースのために AWS Glue で使用される、デフォルト名を参照しています。簡素化のため
AWS Glue のデフォルトでは、aws-glue-* のプレフィックスが付いた Amazon S3 オブジェクトをアカ
ウント内のバケットに書き込みます。
1.

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

2.

左のナビゲーションペインの [Policies (ポリシー)] を選択します。

3.

[Create Policy (ポリシーの作成)] を選択します。

4.

[ポリシーの作成] 画面で、JSON 編集のためのタブに移動します。次の JSON ステートメントを使用
してポリシードキュメントを作成して、[ポリシーの確認] を選択します。

Note
Amazon S3 リソースに必要なアクセス許可を追加します。アクセスポリシーのリソースセク
ションを必要なリソースだけに絞り込みたい場合があるかもしれません。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:*",
"s3:GetBucketLocation",
"s3:ListBucket",
"s3:ListAllMyBuckets",
"s3:GetBucketAcl",
"ec2:DescribeVpcEndpoints",
"ec2:DescribeRouteTables",
"ec2:CreateNetworkInterface",
"ec2:DeleteNetworkInterface",
"ec2:DescribeNetworkInterfaces",
"ec2:DescribeSecurityGroups",
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:DescribeVpcAttribute",
"iam:ListRolePolicies",
"iam:GetRole",
"iam:GetRolePolicy",
"cloudwatch:PutMetricData"
],
"Resource": [
"*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:CreateBucket",
"s3:PutBucketPublicAccessBlock"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::aws-glue-*"
]
},
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ステップ 1: AWS Glue サービ
ス用の IAM ポリシーを作成する
{

},
{

},
{

},
{

}

]

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:DeleteObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::aws-glue-*/*",
"arn:aws:s3:::*/*aws-glue-*/*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::crawler-public*",
"arn:aws:s3:::aws-glue-*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"logs:CreateLogGroup",
"logs:CreateLogStream",
"logs:PutLogEvents",
"logs:AssociateKmsKey"
],
"Resource": [
"arn:aws:logs:*:*:/aws-glue/*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:CreateTags",
"ec2:DeleteTags"
],
"Condition": {
"ForAllValues:StringEquals": {
"aws:TagKeys": [
"aws-glue-service-resource"
]
}
},
"Resource": [
"arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
"arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
"arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
]

次の表は、このポリシーによって付与されたアクセス権限を示しています。
[Action] (アクション)

[Resource] (リソース)

説明

"glue:*"

"*"

すべての AWS Glue API オペレー
ションを実行する権限を付与しま
す。
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[Action] (アクション)

[Resource] (リソース)

説明

"s3:GetBucketLocation",
"s3:ListBucket",
"s3:ListAllMyBuckets",
"s3:GetBucketAcl",

"*"

クローラ、ジョブ、開発エンドポ
イント、ノートブックサーバーか
らの Amazon S3 バケットの一覧
表示を許可します。

"ec2:DescribeVpcEndpoints",
"*"
"ec2:DescribeRouteTables",
"ec2:CreateNetworkInterface",
"ec2:DeleteNetworkInterface",
"ec2:DescribeNetworkInterfaces",
"ec2:DescribeSecurityGroups",
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:DescribeVpcAttribute",

Virtual Private Cloud (VPC) など
の Amazon EC2 ネットワーク項目
を、ジョブ、クローラ、開発エン
ドポイントの実行時に設定するこ
とを許可します。

"iam:ListRolePolicies",
"iam:GetRole",
"iam:GetRolePolicy"

"*"

クローラ、ジョブ、開発エンドポ
イント、ノートブックサーバーか
らの IAM ロールの一覧表示を許可
します。

"cloudwatch:PutMetricData"

"*"

ジョブの CloudWatch メトリクス
の書き込みを許可します。

"s3:CreateBucket",
"s3:PutBucketPublicAccessBlock"

"arn:aws:s3:::aws-glue-*"

ジョブおよびノートブックサー
バーからアカウントに Amazon S3
バケットを作成できます。
命名規則: [aws-glue-] という
Amazon S3 フォルダを使用しま
す。
AWS Glue による、パブリックア
クセスをブロックするバケットの
作成を有効化します。

"s3:GetObject", "s3:PutObject",
"s3:DeleteObject"

"arn:aws:s3:::aws-glue-*/
*", "arn:aws:s3:::*/*awsglue-*/*"

ETL スクリプトやノートブック
サーバーのロケーションなどのオ
ブジェクトを格納するために、ア
カウントに対する Amazon S3 オ
ブジェクトの取得、配置、および
削除を許可します。
命名規則: 名前に aws-glue- のプレ
フィックスが付いている Amazon
S3 バケットまたはフォルダにアク
セス許可を付与します。

"s3:GetObject"

"arn:aws:s3:::crawlerpublic*",
"arn:aws:s3:::aws-glue-*"

クローラやジョブに関するサンプ
ル、もしくはチュートリアルで使
用されている、Amazon S3 オブ
ジェクトの取得を許可します。
命名規則: Amazon S3 バケット名
は 「crawler-public」および「awsglue-」で始まります。
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[Action] (アクション)

[Resource] (リソース)

説明

"logs:CreateLogGroup",
"logs:CreateLogStream",
"logs:PutLogEvents"

"arn:aws:logs:*:*:/awsglue/*"

ログを CloudWatch Logs に書き込
むことを許可します。

"ec2:CreateTags",
"ec2:DeleteTags"

"arn:aws:ec2:*:*:networkinterface/*",
"arn:aws:ec2:*:*:securitygroup/*",
"arn:aws:ec2:*:*:instance/
*"

5.

命名規則: AWS Glue は名前が
[aws-glue] で始まるロググループ
にログを書き込みます。
開発エンドポイント用に作成され
た Amazon EC2 リソースのタグ付
けを許可します。
命名規則: AWS Glue は [awsglue-service-resource] を使用し
て、Amazon EC2 ネットワークイ
ンターフェイス、セキュリティグ
ループ、およびインスタンスにタ
グ付けします。

[Review Policy (ポリシーの確認)] 画面で、[Policy Name (ポリシー名)]（[GlueServiceRolePolicy] な
ど）を入力します。オプションの説明を入力し、ポリシーが適切であることを確認したら、[Create
policy] を選択します。

ステップ 2: AWS Glue 用の IAM ロールを作成する
ユーザーに代わり他のサービスを呼び出す際に AWS Glue が引き受けることができる、IAM ロールのアク
セス許可を付与する必要があります。これには、AWS Glue で使用するすべてのソース、ターゲット、ス
クリプト、および一時ディレクトリでの Amazon S3 へのアクセスが含まれます。クローラ、ジョブ、お
よび開発エンドポイントによって許可が必要です。
AWS Identity and Access Management (IAM) を使用してアクセス権限を提供できます。AWS Glue に渡す
IAM ロールにポリシーを追加します。

用に IAM ロールを作成するには AWS Glue
1.

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

2.
3.

左のナビゲーションペインで、[Roles (ロール)] を選択します。
[ロールの作成] を選択します。

4.

ロールタイプについては、[AWS Service] (サービス) を選択してから、[Glue] を見つけて選択し、
[Next: Permissions] (次へ: アクセス許可) をクリックします。

5.

[アクセス権限ポリシーをアタッチする] のページで、必要なアクセス権限を含むポリシーを選択
します。例えば、一般的な AWS 許可の AWSGlueServiceRole マネージドポリシーAWS Glue
や、Amazon S3リソースへアクセスするための AWS マネージドポリシー AmazonS3FullAccess など
があります。続いて、[Next: Review] をクリックします。

Note
Amazon S3 のソースとターゲットに対するアクセス許可を、このロールのポリシーの 1 つ
により付与してください。独自のポリシーを、特定の Amazon S3 リソースにアクセスする
ために指定します。データソースには、s3:ListBucket および s3:GetObject アクセ
ス許可が必要です。データターゲットには、s3:ListBucket、s3:PutObject、および
s3:DeleteObject アクセス許可が必要です。リソースの Amazon S3 ポリシーの作成につ
いては、「Specifying Resources in a Policy」を参照してください。Amazon S3 ポリシーの
例については、「Writing IAM Policies: How to Grant Access to an Amazon S3 Bucket」を参
照してください。
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ステップ 3: AWS Glue にアクセスする
IAM ユーザーにポリシーをアタッチする

SSE-KMS で暗号化された Amazon S3 のソースとターゲットにアクセスする予定がある場
合は、AWS Glue のクローラ、ジョブ、開発エンドポイントに、データを復号化するための
ポリシーをアタッチしてください。詳細については、「Protecting Data Using Server-Side
Encryption with AWS KMS-Managed Keys (SSE-KMS)」を参照してください。
次に例を示します。
{

}

6.

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"kms:Decrypt"
],
"Resource":[
"arn:aws:kms:*:account-id-without-hyphens:key/key-id"
]
}
]

[Role name] (ロール名) に、AWSGlueServiceRoleDefault などのロール名を入力します。コ
ンソールユーザーからサービスにロールを渡すには、名前に文字列 AWSGlueServiceRole のプ
レフィックスが付けられたロールを作成します。AWSGlueServiceRole が提供するポリシーで
は、IAM サービスロールが AWS Glue で始まることを想定しています。それ以外の場合は、ユーザー
にポリシーを追加して、IAM ロールの iam:PassRole アクセス許可をユーザーの命名規則に一致さ
せる必要があります。[Create Role] を選択します。

ステップ 3: AWS Glue にアクセスする IAM ユーザー
にポリシーをアタッチする
AWS Glue コンソールまたは AWS Command Line Interface (AWS CLI) にサインインする IAM ユーザー
は、特定のリソースへのアクセス許可が必要です。これらのアクセス許可は、AWS Identity and Access
Management (IAM) を使用しながらポリシーを介して提供します。
このステップを完了すると、IAM ユーザーに次のポリシーがアタッチされます。
• AWS 管理ポリシー [AWSGlueConsoleFullAccess]、またはカスタムポリシー
[GlueConsoleAccessPolicy]。
• AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess
• CloudWatchLogsReadOnlyAccess
• AWSCloudFormationReadOnlyAccess
• AmazonAthenaFullAccess

インラインポリシーをアタッチして IAM ユーザーに埋め込むには
IAM ユーザーに AWS 管理ポリシーまたはインラインポリシーをアタッチして、AWS Glue コンソールに
アクセスします。このポリシーで指定されているリソースの中には、AWS Glue で (Amazon S3 バケッ
ト、Amazon S3 ETL スクリプト、CloudWatch Logs、AWS CloudFormation、および Amazon EC2 リソー
ス用として) 使用されるデフォルトの名前があります。簡素化のため AWS Glue のデフォルトでは、awsglue-* のプレフィックスが付いた Amazon S3 オブジェクトをアカウント内のバケットに書き込みます。

Note
AWS 管理ポリシー AWSGlueConsoleFullAccess を使用する場合は、このステップをスキップ
できます。
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Important
AWS Glue には、ユーザーの代理操作を実行するために使用されるロールを引き受けるアクセス
権限が必要です。これを実現するには、iam:PassRole アクセス権限を AWS Glue ユーザーに
追加します。このポリシーは、AWS Glue サービスロールの AWSGlueServiceRole で始まる
ロール、およびノートブックサーバーの作成に必要なロール AWSGlueServiceNotebookRole
にアクセス権限を与えます。また、命名規則に従った iam:PassRole アクセス権限の独自のポ
リシーを作成することもできます。
セキュリティのベストプラクティスに従って、ポリシーを強化して、Amazon S3 バケットおよび
Amazon CloudWatch ロググループへのアクセスをさらに制限することが推奨されます。Amazon
S3 ポリシーの例については、「Writing IAM Policies: How to Grant Access to an Amazon S3
Bucket」を参照してください。
このステップでは、AWSGlueConsoleFullAccess に似たポリシーを作成しま
す。AWSGlueConsoleFullAccess の最新バージョンは IAM コンソールで取得できます。
1.

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

2.

ナビゲーションペインで [Users] を選択します。

3.
4.

一覧で、ポリシーを埋め込むユーザーの名前を選択します。
[Permissions (アクセス許可)] タブを選択して、必要であれば [Permissions policies (アクセス許可ポリ
シー)] セクションを展開します。

5.

[Add Inline policy] (インラインポリシーの追加) リンクを選択します。

6.

[ポリシーの作成] 画面で、JSON 編集のためのタブに移動します。次の JSON ステートメントを使用
してポリシードキュメントを作成して、[ポリシーの確認] を選択します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:*",
"redshift:DescribeClusters",
"redshift:DescribeClusterSubnetGroups",
"iam:ListRoles",
"iam:ListUsers",
"iam:ListGroups",
"iam:ListRolePolicies",
"iam:GetRole",
"iam:GetRolePolicy",
"iam:ListAttachedRolePolicies",
"ec2:DescribeSecurityGroups",
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:DescribeVpcs",
"ec2:DescribeVpcEndpoints",
"ec2:DescribeRouteTables",
"ec2:DescribeVpcAttribute",
"ec2:DescribeKeyPairs",
"ec2:DescribeInstances",
"rds:DescribeDBInstances",
"rds:DescribeDBClusters",
"rds:DescribeDBSubnetGroups",
"s3:ListAllMyBuckets",
"s3:ListBucket",
"s3:GetBucketAcl",
"s3:GetBucketLocation",
"cloudformation:DescribeStacks",
"cloudformation:GetTemplateSummary",
"dynamodb:ListTables",
"kms:ListAliases",
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"kms:DescribeKey",
"cloudwatch:GetMetricData",
"cloudwatch:ListDashboards"

},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

],
"Resource": [
"*"
]

"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::*/*aws-glue-*/*",
"arn:aws:s3:::aws-glue-*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"tag:GetResources"
],
"Resource": [
"*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:CreateBucket",
"s3:PutBucketPublicAccessBlock"
"Resource": [
"arn:aws:s3:::aws-glue-*"
]

],

"Effect": "Allow",
"Action": [
"logs:GetLogEvents"
],
"Resource": [
"arn:aws:logs:*:*:/aws-glue/*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"cloudformation:CreateStack",
"cloudformation:DeleteStack"
],
"Resource": "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/aws-glue*/*"
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:RunInstances"
],
"Resource": [
"arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
"arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*",
"arn:aws:ec2:*:*:image/*",
"arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
"arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
"arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
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},
{

]

"arn:aws:ec2:*:*:volume/*"

"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:TerminateInstances",
"ec2:CreateTags",
"ec2:DeleteTags"
],
"Resource": [
"arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
],
"Condition": {
"StringLike": {
"ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:stack-id":
"arn:aws:cloudformation:*:*:stack/aws-glue-*/*"
},
"StringEquals": {
"ec2:ResourceTag/aws:cloudformation:logical-id": "ZeppelinInstance"
}
}
},
{
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/AWSGlueServiceRole*",
"Condition": {
"StringLike": {
"iam:PassedToService": [
"glue.amazonaws.com"
]
}
}
},
{
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/AWSGlueServiceNotebookRole*",
"Condition": {
"StringLike": {
"iam:PassedToService": [
"ec2.amazonaws.com"
]
}
}
},
{
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": [
"arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSGlueServiceRole*"
],
"Condition": {
"StringLike": {
"iam:PassedToService": [
"glue.amazonaws.com"
]
}
}
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}

]

}

次の表は、このポリシーによって付与されたアクセス権限を示しています。
[Action] (アクション)

[Resource] (リソース)

説明

"glue:*"

"*"

すべての AWS Glue API オペ
レーションを実行する権限を
付与します。
"glue:*" アクションを使
用せずに以前にポリシーを作
成したことがある場合は、ポ
リシーに次の個別のアクセス
許可を追加する必要がありま
す。
• "glue:ListCrawlers"
• "glue:BatchGetCrawlers"
• "glue:ListTriggers"
• "glue:BatchGetTriggers"
• "glue:ListDevEndpoints"
• "glue:BatchGetDevEndpoints"
• "glue:ListJobs"
• "glue:BatchGetJobs"

"redshift:DescribeClusters",
"*"
"redshift:DescribeClusterSubnetGroups"

Amazon Redshift に対する接
続の作成を許可します。

"iam:ListRoles",
"iam:ListRolePolicies",
"iam:GetRole",
"iam:GetRolePolicy",
"iam:ListAttachedRolePolicies"

"*"

クローラ、ジョブ、開発エ
ンドポイント、ノートブック
サーバーを使用する際の IAM
ロールの一覧表示を許可しま
す。

"ec2:DescribeSecurityGroups",
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:DescribeVpcs",
"ec2:DescribeVpcEndpoints",
"ec2:DescribeRouteTables",
"ec2:DescribeVpcAttribute",
"ec2:DescribeKeyPairs",
"ec2:DescribeInstances"

"*"

ジョブ、クローラ、開発エ
ンドポイントを実行する場
合に、VPC などの Amazon
EC2 ネットワーク項目を設定
することを許可します。

"rds:DescribeDBInstances"

"*"

Amazon RDS に対する接続の
作成を許可します。

"s3:ListAllMyBuckets",
"s3:ListBucket",
"s3:GetBucketAcl",
"s3:GetBucketLocation"

"*"

クローラ、ジョブ、開発エ
ンドポイント、ノートブッ
クサーバーを使用する際
に、Amazon S3 バケットを
一覧表示することを許可しま
す。
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[Action] (アクション)

[Resource] (リソース)

説明

"dynamodb:ListTables"

"*"

DynamoDB テーブルの一覧
表示を許可します。

"kms:ListAliases",
"kms:DescribeKey"

"*"

KMS キーを使用できます。

"cloudwatch:GetMetricData",
"cloudwatch:ListDashboards"

"*"

CloudWatch メトリクスを使
用できます。

"s3:GetObject", "s3:PutObject"

"arn:aws:s3::: aws-glue-*/
*", "arn:aws:s3::: */*awsglue-*/*", "arn:aws:s3:::
aws-glue-*"

ETL スクリプトやノートブッ
クサーバーのロケーションな
どのオブジェクトを格納する
際に、アカウントで Amazon
S3 オブジェクトを取得およ
び配置することを許可しま
す。
命名規則: 名前に aws-glueのプレフィックスが付いてい
る Amazon S3 バケットまた
はフォルダにアクセス許可を
付与します。

"tag:GetResources"

"*"

AWS タグの取得を許可しま
す。

"s3:CreateBucket",
"s3:PutBucketPublicAccessBlock"

"arn:aws:s3::: aws-glue-*"

ETL スクリプトやノートブッ
クサーバーのロケーションな
どのオブジェクトを格納する
際に、アカウントで Amazon
S3 バケットを作成すること
を許可します。
命名規則: 名前に aws-glueのプレフィックスが付いてい
る Amazon S3 バケットにア
クセス許可を付与します。
AWS Glue による、パブリッ
クアクセスをブロックするバ
ケットの作成を有効化しま
す。

"logs:GetLogEvents"

"arn:aws:logs:*:*: /awsglue/*"

CloudWatch Logs の取得を許
可します。
命名規則: AWS Glue は名前
が [aws-glue-] で始まるログ
グループにログを書き込みま
す。
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[Action] (アクション)

[Resource] (リソース)

説明

"cloudformation:CreateStack",
"cloudformation:DeleteStack"

ノートブックサーバー
"arn:aws:cloudformation:*:*:stack/
で作業するときに AWS
aws-glue*/*"
CloudFormation スタックの
管理を許可します。
命名規則: AWS Glue は名前
が [aws-glue] で始まるスタッ
クを作成します。

"ec2:RunInstances"

開発エンドポイントとノート
"arn:aws:ec2:*:*:instance/
ブックサーバーの実行を許可
*", "arn:aws:ec2:*:*:keyします。
pair/*",
"arn:aws:ec2:*:*:image/*",
"arn:aws:ec2:*:*:securitygroup/*",
"arn:aws:ec2:*:*:networkinterface/*",
"arn:aws:ec2:*:*:subnet/*",
"arn:aws:ec2:*:*:volume/*"

"ec2:TerminateInstances",
"ec2:CreateTags", "ec2:DeleteTags"

"arn:aws:ec2:*:*:instance/
*"

開発エンドポイントとノート
ブックサーバーの操作を許可
します。
命名規則: AWS Glue AWS
CloudFormation スタックの
名前はプレフィックスとして
aws-glue-、および logical-id
ZeppelinInstance を使用しま
す。

"iam:PassRole"

"arn:aws:iam::*:role/
AWSGlueServiceRole*"

"iam:PassRole"

"arn:aws:iam::*:role/
AWSGlueServiceNotebookRole
AWSGlueServiceNotebookRole*" で始まるロールに関するアク
セス許可 PassRole を引き
受けることを、Amazon EC2
に 許可します。

"iam:PassRole"

"arn:aws:iam::*:role/
service-role/
AWSGlueServiceRole*"

7.

AWSGlueServiceRole
で始まるロールに対する
PassRole の許可を、AWS
Glue が引き受けられるよう
にします。

service-role/
AWSGlueServiceRole
で始まるロールに対する
PassRole の許可を、AWS
Glue が引き受けられるよう
にします。

[ポリシーの確認] セクションで、ポリシー名を入力します（例: GlueConsoleAccessPolicy）。ポリ
シーが完成したら、[Create policy (ポリシーの作成)] を選択します。画面上部の赤いボックスにエラー
が表示されていないことを確認します。報告されたエラーがあれば、修正します。
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Note
[Use autoformatting (自動フォーマットを使用する)] を選択した場合は、ポリシーを開いたと
きおよび [Validate Policy (ポリシーの検証)] を選択したときに毎回、ポリシーが再フォーマッ
トされます。

AWSGlueConsoleFullAccess 管理ポリシーをアタッチするには
AWSGlueConsoleFullAccess ポリシーをアタッチすると、AWS Glue コンソールユーザーが必要とす
るアクセス許可を提供できます。

Note
AWS Glue コンソールアクセス用に独自のポリシーを作成した場合は、このステップをスキップ
できます。
1.

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

2.

ナビゲーションペインで、[ポリシー] を選択します。

3.

ポリシーのリストで、[AWSGlueConsoleFullAccess] ポリシーの横にあるチェックボックスを選択し
ます。[Filter (フィルター)] メニューと検索ボックスを使用して、ポリシーのリストをフィルタリング
できます。

4.

[Policy actions] を選択して、[Attach] を選択します。

5.

ポリシーをアタッチするユーザーを選択します。[Filter] メニューと検索ボックスを使用して、プリ
ンシパルエンティティのリストをフィルタリングできます。ポリシーをアタッチするユーザーを選択
し、[ポリシーのアタッチ] を選択します。

AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess 管理ポリシーをアタッチするには
AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess ポリシーをユーザーにアタッチして、AWS Glue
コンソールで作成した SageMaker ノートブックを管理できます。その他の必要な AWS Glue コンソール
アクセス許可に加えて、このポリシーは SageMaker ノートブックの管理に必要なリソースへのアクセス
許可を付与します。
1.

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

2.

ナビゲーションペインで、[ポリシー] を選択します。

3.

ポリシーのリストで、[AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess] の横にあるチェックボック
スを選択します。[Filter (フィルター)] メニューと検索ボックスを使用して、ポリシーのリストをフィ
ルタリングできます。

4.

[Policy actions] を選択して、[Attach] を選択します。

5.

ポリシーをアタッチするユーザーを選択します。[Filter] メニューと検索ボックスを使用して、プリ
ンシパルエンティティのリストをフィルタリングできます。ポリシーをアタッチするユーザーを選択
し、[ポリシーのアタッチ] を選択します。

CloudWatchLogsReadOnlyAccess 管理ポリシーをアタッチするには
[CloudWatchLogsReadOnlyAccess] ポリシーをユーザーにアタッチして、CloudWatch Logs コンソールで
AWS Glue によって作成されたログを表示できます。
1.

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

2.

ナビゲーションペインで、[ポリシー] を選択します。
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3.

ポリシーのリストで、[CloudWatchLogsReadOnlyAccess] ポリシーの横にあるチェックボックスを選
択します。[Filter (フィルター)] メニューと検索ボックスを使用して、ポリシーのリストをフィルタリ
ングできます。

4.

[Policy actions] を選択して、[Attach] を選択します。

5.

ポリシーをアタッチするユーザーを選択します。[Filter] メニューと検索ボックスを使用して、プリ
ンシパルエンティティのリストをフィルタリングできます。ポリシーをアタッチするユーザーを選択
し、[ポリシーのアタッチ] を選択します。

AWSCloudFormationReadOnlyAccess 管理ポリシーをアタッチするには
[AWSCloudFormationReadOnlyAccess] ポリシーをユーザーにアタッチして、AWS CloudFormation コン
ソールで AWS Glue が使用する AWS CloudFormation スタックを表示できます。
1.

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

2.

ナビゲーションペインで、[ポリシー] を選択します。

3.

ポリシーのリストで、[AWSCloudFormationReadOnlyAccess] ポリシーの横にあるチェックボックス
をオンにします。[Filter (フィルター)] メニューと検索ボックスを使用して、ポリシーのリストをフィ
ルタリングできます。

4.

[Policy actions] を選択して、[Attach] を選択します。

5.

ポリシーをアタッチするユーザーを選択します。[Filter] メニューと検索ボックスを使用して、プリ
ンシパルエンティティのリストをフィルタリングできます。ポリシーをアタッチするユーザーを選択
し、[ポリシーのアタッチ] を選択します。

AmazonAthenaFullAccess 管理ポリシーをアタッチするには
[AmazonAthenaFullAccess] ポリシーをユーザーにアタッチすると、Amazon S3 データを Athena コン
ソールで表示できます。
1.

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

2.

ナビゲーションペインで、[ポリシー] を選択します。

3.

ポリシーのリストで、[AmazonAthenaFullAccess] ポリシーの横にあるチェックボックスを選択しま
す。[Filter (フィルター)] メニューと検索ボックスを使用して、ポリシーのリストをフィルタリングで
きます。

4.

[Policy actions] を選択して、[Attach] を選択します。

5.

ポリシーをアタッチするユーザーを選択します。[Filter] メニューと検索ボックスを使用して、プリ
ンシパルエンティティのリストをフィルタリングできます。ポリシーをアタッチするユーザーを選択
し、[ポリシーのアタッチ] を選択します。

ステップ 4: ノートブックサービス用に IAM ポリシー
を作成する
開発エンドポイントでノートブックを使用する予定の場合は、ノートブックサーバーの作成時にアクセス
許可を指定する必要があります。AWS Identity and Access Management (IAM) を使用してアクセス権限を
提供できます。
このポリシーは、AWS Glue がこのポリシーを使用してロールを引き受ける際に必要となる、アカウン
ト内のリソースを管理する Amazon S3 アクションの一部を許可します。このポリシーで指定されている
リソースの一部は、 AWS Glue で (Amazon S3 バケット、Amazon S3 ETL スクリプト、および Amazon
EC2 リソース用として) 使用されるデフォルトの名前を参照しています。分かりやすさのために、AWS
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Glue のデフォルトでは一部の Amazon S3 オブジェクトを、アカウント内の aws-glue-* のプレフィッ
クスが付いたバケットに書き込んでいます。

Note
AWS 管理ポリシー AWSGlueServiceNotebookRole を使用する場合は、このステップをス
キップできます。
このステップでは、AWSGlueServiceNotebookRole に似たポリシーを作成しま
す。AWSGlueServiceNotebookRole の最新バージョンは IAM コンソールで取得できます。

ノートブック用に IAM ポリシーを作成するには
1.

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

2.
3.

左のナビゲーションペインの [Policies (ポリシー)] を選択します。
[Create Policy (ポリシーの作成)] を選択します。

4.

[ポリシーの作成] 画面で、JSON 編集のためのタブに移動します。次の JSON ステートメントを使用
してポリシードキュメントを作成して、[ポリシーの確認] を選択します。
{

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"glue:CreateDatabase",
"glue:CreatePartition",
"glue:CreateTable",
"glue:DeleteDatabase",
"glue:DeletePartition",
"glue:DeleteTable",
"glue:GetDatabase",
"glue:GetDatabases",
"glue:GetPartition",
"glue:GetPartitions",
"glue:GetTable",
"glue:GetTableVersions",
"glue:GetTables",
"glue:UpdateDatabase",
"glue:UpdatePartition",
"glue:UpdateTable",
"glue:GetJobBookmark",
"glue:ResetJobBookmark",
"glue:CreateConnection",
"glue:CreateJob",
"glue:DeleteConnection",
"glue:DeleteJob",
"glue:GetConnection",
"glue:GetConnections",
"glue:GetDevEndpoint",
"glue:GetDevEndpoints",
"glue:GetJob",
"glue:GetJobs",
"glue:UpdateJob",
"glue:BatchDeleteConnection",
"glue:UpdateConnection",
"glue:GetUserDefinedFunction",
"glue:UpdateUserDefinedFunction",
"glue:GetUserDefinedFunctions",
"glue:DeleteUserDefinedFunction",
"glue:CreateUserDefinedFunction",
"glue:BatchGetPartition",
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"glue:BatchDeletePartition",
"glue:BatchCreatePartition",
"glue:BatchDeleteTable",
"glue:UpdateDevEndpoint",
"s3:GetBucketLocation",
"s3:ListBucket",
"s3:ListAllMyBuckets",
"s3:GetBucketAcl"

},
{

},
{

},
{

}

]

}

],
"Resource":[
"*"
]

"Effect":"Allow",
"Action":[
"s3:GetObject"
],
"Resource":[
"arn:aws:s3:::crawler-public*",
"arn:aws:s3:::aws-glue*"
]
"Effect":"Allow",
"Action":[
"s3:PutObject",
"s3:DeleteObject"
],
"Resource":[
"arn:aws:s3:::aws-glue*"
]
"Effect":"Allow",
"Action":[
"ec2:CreateTags",
"ec2:DeleteTags"
],
"Condition":{
"ForAllValues:StringEquals":{
"aws:TagKeys":[
"aws-glue-service-resource"
]
}
},
"Resource":[
"arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*",
"arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
"arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
]

次の表は、このポリシーによって付与されたアクセス権限を示しています。
[Action] (アクション)

[Resource] (リソース)

説明

"glue:*"

"*"

すべての AWS Glue API オペ
レーションを実行する権限を
付与します。
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[Action] (アクション)

[Resource] (リソース)

説明

"s3:GetBucketLocation", "*"
"s3:ListBucket",
"s3:ListAllMyBuckets",
"s3:GetBucketAcl"

ノートブックサーバーからの
Amazon S3 バケットの一覧
表示を許可します。

"s3:GetObject"

ノートブックのサンプルや
チュートリアルで使用されて
いる Amazon S3 オブジェク
トを取得できます。

"arn:aws:s3:::crawlerpublic*",
"arn:aws:s3:::aws-glue-*"

命名規則: Amazon S3 バケッ
ト名は 「crawler-public」お
よび「aws-glue-」で始まり
ます。
"s3:PutObject",
"s3:DeleteObject"

"arn:aws:s3:::aws-glue*"

ノートブックからアカウント
に対する、Amazon S3 オブ
ジェクトの配置と削除を許可
します。
命名規則: [aws-glue] という
Amazon S3 フォルダを使用
します。

"ec2:CreateTags",
"ec2:DeleteTags"

5.

"arn:aws:ec2:*:*:networkinterface/*",
"arn:aws:ec2:*:*:securitygroup/*",
"arn:aws:ec2:*:*:instance/
*"

ノートブックサーバー用に
作成された Amazon EC2 リ
ソースのタグ付けを許可しま
す。
命名規則: AWS Glue は
Amazon EC2 インスタン
スを、[aws-glue-serviceresource] によりタグ付けし
ます。

[Review Policy (ポリシーの確認)] 画面で、[Policy Name (ポリシー名)]
（[GlueServiceNotebookPolicyDefault] など）を入力します。オプションの説明を入力し、ポリシーが
適切であることを確認したら、[Create policy] を選択します。

ステップ 5: ノートブックサービス用に IAM ロールを
作成する
開発エンドポイントでノートブックを使用する予定がある場合は、IAM ロールのアクセス許可を付与する
必要があります。AWS Identity and Access Management IAM を使用しながら IAM ロールを介して、これ
らのアクセス許可を付与できます。

Note
IAM コンソールを使用して IAM ロールを作成すると、コンソールによりインスタンスプロファイ
ルが自動的に作成され、対応するロールと同じ名前が付けられます。

ノートブック用に IAM ロールを作成するには
1.

AWS Management Console にサインインして、IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/
iam/) を開きます。
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2.

左のナビゲーションペインで、[Roles (ロール)] を選択します。

3.

[ロールの作成] を選択します。

4.

ロールタイプについては、[AWS Service] (サービス) を選択した後に [EC2] を見つけて選択し、ユー
スケースで [EC2] を選択した後、[Next: Permissions] (次へ: アクセス許可) をクリックします。

5.

[アクセス権限ポリシーを添付する] のページで、必要なアクセス権を含むポリシーを選択します。例
えば、一般的な AWS Glue 許可には AWSGlueServiceNotebookRole、Amazon S3 リソースへのアク
セスには AWS マネージドポリシー AmazonS3FullAccess を選択します。続いて、[Next: Review] を
クリックします。

Note
Amazon S3 のソースとターゲットに対するアクセス許可を、このロールのポリシーの 1 つに
より付与してください。また、ノートブックサーバーの作成時にノートブックを保管する場
所へのフルアクセスがポリシーで許可されていることを確認してください。独自のポリシー
を、特定の Amazon S3 リソースにアクセスするために指定します。リソースの Amazon S3
ポリシーの作成については、「Specifying Resources in a Policy」を参照してください。
SSE-KMS で暗号化された Amazon S3 のソースとターゲットにアクセスする予定がある場
合は、ノートブックがデータを復号化できるようにポリシーをアタッチします。詳細につい
ては、「Protecting Data Using Server-Side Encryption with AWS KMS-Managed Keys (SSEKMS)」を参照してください。
次に例を示します。
{

}

6.

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"kms:Decrypt"
],
"Resource":[
"arn:aws:kms:*:account-id-without-hyphens:key/key-id"
]
}
]

[ロール名] に、ロールの名前を入力します。コンソールユーザーからノートブックサーバーに
ロールを渡すには、名前に文字列 AWSGlueServiceNotebookRole のプレフィックスが付
けられたロールを作成します。AWS Glue が提供するポリシーでは、IAM サービスロールが
AWSGlueServiceNotebookRole で始まることを想定しています。それ以外の場合は、ユーザーに
ポリシーを追加して、IAM ロールに対する iam:PassRole の許可を命名規則に一致させる必要があ
ります。たとえば、AWSGlueServiceNotebookRoleDefaultと入力します。次に、[Create role]
(ロールの作成) を選択します。

ステップ 6: SageMaker ノートブック用に IAM ポリ
シーを作成する
開発エンドポイントで SageMaker ノートブックを使用する予定の場合は、ノートブックの作成時にアク
セス許可を指定する必要があります。AWS Identity and Access Management (IAM) を使用してアクセス権
限を提供できます。

SageMaker ノートブック用に IAM ポリシーを作成するには
1.

AWS Management Console にサインインして、IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/
iam/) を開きます。
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2.

左のナビゲーションペインの [Policies (ポリシー)] を選択します。

3.

[Create Policy (ポリシーの作成)] を選択します。

4.

[Create Policy] ページで、JSON を編集するタブに移動します。次の JSON ステートメントを使用し
て、ポリシードキュメントを作成します。環境の bucket-name、region-code、account-id を
編集します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"s3:ListBucket"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::bucket-name"
]
},
{
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::bucket-name*"
]
},
{
"Action": [
"logs:CreateLogStream",
"logs:DescribeLogStreams",
"logs:PutLogEvents",
"logs:CreateLogGroup"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": [
"arn:aws:logs:region-code:account-id:log-group:/aws/sagemaker/*",
"arn:aws:logs:region-code:account-id:log-group:/aws/sagemaker/*:logstream:aws-glue-*"
]
},
{
"Action": [
"glue:UpdateDevEndpoint",
"glue:GetDevEndpoint",
"glue:GetDevEndpoints"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": [
"arn:aws:glue:region-code:account-id:devEndpoint/*"
]
},
{
"Action": [
"sagemaker:ListTags"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": [
"arn:aws:sagemaker:region-code:account-id:notebook-instance/*"
]
}
]
}
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次に [ポリシーの確認] を選択します。
次の表は、このポリシーによって付与されたアクセス権限を示しています。
[Action] (アクション)

[Resource] (リソース)

説明

"s3:ListBucket*"

"arn:aws:s3:::bucket-name"

Amazon S3 バケットを一覧表示する
アクセス許可を付与します

"s3:GetObject"

"arn:aws:s3:::bucket-name*"

SageMaker ノートブックによって使
用される Amazon S3 オブジェクト
を取得するための、アクセス許可を
付与します。

"logs:CreateLogStream",
"logs:DescribeLogStreams",
"logs:PutLogEvents",
"logs:CreateLogGroup"

"arn:aws:logs:regioncode:account-id:loggroup:/aws/sagemaker/
*", "arn:aws:logs:regioncode:account-id:loggroup:/aws/sagemaker/*:logstream:aws-glue-*"

ノートブックから Amazon
CloudWatch Logs にログを書き込む
ためのアクセス許可を付与します。

"glue:UpdateDevEndpoint",
"glue:GetDevEndpoint",
"glue:GetDevEndpoints"

"arn:aws:glue:regioncode:accountid:devEndpoint/*"

SageMaker ノートブックから開発エ
ンドポイントを使用するためのアク
セス許可を付与します。

"sagemaker:ListTags"

"arn:aws:sagemaker:regioncode:account-id:notebookinstance/*"

SageMaker リソースのタグを返すた
めのアクセス許可を付与します。こ
の aws-glue-dev-endpoint タグ
は、ノートブックを開発エンドポイ
ントに接続するために SageMaker
ノートブック上で必要です。

5.

命名規則: 名前が [aws-glue] で始まる
ロググループに書き込みます。

[Review Policy] (ポリシーの確認) 画面で、[Policy Name] (ポリシー名)に
AWSGlueSageMakerNotebook (など)を入力します。オプションの説明を入力し、ポリシーが適切で
あることを確認したら、[Create policy] を選択します。

ステップ 7: SageMaker ノートブック用に IAM ロール
を作成する
開発エンドポイントで SageMaker ノートブックを使用する予定がある場合は、IAM ロールのアクセス許
可を与える必要があります。AWS Identity and Access Management (IAM) を使用しながら IAM ロールを
介して、アクセス許可を付与できます。

SageMaker ノートブック用に IAM ロールを作成するには
1.

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

2.

左のナビゲーションペインで、[Roles (ロール)] を選択します。

3.

[ロールの作成] を選択します。

4.

ロールタイプについては、[AWS Service] を選択し、[SageMaker] を見つけて選択してから、
[SageMaker - Execution] ユースケースを選択します。その後、[Next] (次へ) を選択します。

5.

[Attach permissions policy] ページで、必要なアクセス許可を含むポリシー
([AmazonSageMakerFullAccess] など) を選択します。次へ: レビューを選択します。
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SSE-KMS で暗号化された Amazon S3 のソースとターゲットにアクセスする予定がある場合は、次
の例に示すように、ノートブックによるデータの復号化を許可するポリシーをアタッチしてくださ
い。詳細については、「Protecting Data Using Server-Side Encryption with AWS KMS-Managed Keys
(SSE-KMS)」を参照してください。
{

}

6.

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Effect":"Allow",
"Action":[
"kms:Decrypt"
],
"Resource":[
"arn:aws:kms:*:account-id-without-hyphens:key/key-id"
]
}
]

[ロール名] に、ロールの名前を入力します。コンソールユーザーから SageMaker にロー
ルを渡すには、文字列 AWSGlueServiceSageMakerNotebookRole のプレフィック
スが付けられた名前を使用します。AWS Glue が提供するポリシーでは、IAM ロールが
AWSGlueServiceSageMakerNotebookRole で始まることを想定しています。それ以外の場合は、
ユーザーにポリシーを追加して、IAM ロールに対する iam:PassRole の許可を命名規則に一致させ
る必要があります。
例えば、AWSGlueServiceSageMakerNotebookRole-Default を入力した上で、[Create role]
(ロールを作成) をクリックします。

7.

ロールを作成した後に、AWS Glue から SageMaker ノートブックを作成するために必要な、追加のア
クセス許可を付与するポリシーをアタッチします。
作成したロール AWSGlueServiceSageMakerNotebookRole-Default を開き、[Attach policies]
(ポリシーのアタッチ) をクリックします。作成した AWSGlueSageMakerNotebook ポリシーを、
ロールにアタッチします。

AWS Glue クローン作成の概要
AWS Glue では、AWS Glue Data Catalog にメタデータを格納します。このメタデータを使用して、デー
タソースを変換してデータウェアハウスやデータレイクをロードする ETL ジョブを調整します。以下の手
順では、一般的なワークフローと、AWS Glue を使用して作業する際に行う選択肢のいくつかについて説
明します。

Note
以下の手順に従うことも、手順 1 ～ 3 を自動的に実行するワークフローを作成することもでき
ます。詳しくは、「the section called “設計図とワークフローを使用した複雑な ETL アクティビ
ティの実行” (p. 418)」を参照してください。
1. AWS Glue Data Catalog にテーブル定義を入力します。
永続データストアの場合は、コンソールでクローラを追加して AWS Glue Data Catalog にデータを追加
できます。[Add crawler (クローラを追加)] ウィザードは、テーブルのリストまたはクローラのリストか
ら開始できます。クローラがアクセスするための 1 つ以上のデータストアを選択します。スケジュール
を作成して、クローラの実行頻度を決定することもできます。データストリームの場合は、テーブル定
義を手動で作成して、ストリームプロパティを定義できます。
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必要に応じて、データのスキーマを推測するカスタム分類子を提供できます。 grok パターンを使用し
てカスタム分類子を作成できます。ただし、AWS Glue には、カスタム分類子がデータを認識しない場
合にクローラによって自動的に使用される組み込み分類子が用意されています。クローラを定義する時
に、分類子を選択する必要はありません。AWS Glue の分類子の詳細については、「AWS Glue でのク
ローラーへの分類子の追加 (p. 124)」を参照してください。
一部のタイプのデータストアをクロールするには、認証とロケーション情報を提供する接続が必要で
す。必要に応じて、AWS Glue コンソールでこの必要な情報を提供する接続を作成できます。
クローラはデータストアを読み取り、データ定義と名前付きテーブルを AWS Glue Data Catalog に作成
します。これらのテーブルは、選択したデータベースに整理されます。また、手動で作成したテーブル
を Data Catalog に入力することもできます。この方法では、スキーマおよびその他のメタデータを提供
して、Data Catalog にテーブル定義を作成します。この方法は少し面倒でエラーが発生しやすいため、
より良い方法として、クローラにテーブル定義を作成させることができます。
AWS Glue Data Catalog にテーブル定義を入力する方法の詳細については、「AWS Glue テーブ
ル (p. 52)」を参照してください。
2. ソースからターゲットへのデータの変換を記述するジョブを定義します。
一般に、ジョブを作成するには、次の選択をする必要があります。
• ジョブのソースとなるテーブルを AWS Glue Data Catalog から選択します。ジョブでは、このテーブ
ル定義を使ってデータソースにアクセスし、データの型式を解釈します。
• ジョブのターゲットとなるテーブルまたは場所を AWS Glue Data Catalog から選択します。ジョブは
この情報を使用して、データストアにアクセスします。
• ソースをターゲットに変換する PySpark スクリプトを生成するように AWS Glue に指示しま
す。AWS Glue は、ソーススキーマからターゲットスキーマ形式にデータを変換する組み込み変換を
呼び出すコードを生成します。これらの変換は、データのコピー、列の名前の変更、データのフィル
タリングなどの操作を実行し、必要に応じてデータを変換します。このスクリプトは、AWS Glue コ
ンソールで変更できます。
AWS Glue でジョブを定義する方法の詳細については、「AWS Glue でジョブを作成する (p. 281)」
を参照してください。
3. ジョブを実行してデータを変換します。
オンデマンドでジョブを実行するか、次のいずれかのトリガータイプに基づいてジョブを開始すること
ができます。
• cron スケジュールに基づいたトリガー。
• イベントベースのトリガー。たとえば、別のジョブが正常に完了すると、AWS Glue ジョブを開始で
きます。
• オンデマンドでジョブを開始するトリガー。
AWS Glue のトリガーの詳細については、「トリガーを使用したジョブとクローラの開始 (p. 413)」
を参照してください。
4. スケジュールされたクローラとトリガーされたジョブをモニタリングします。
AWS Glue コンソールを使用して以下を表示します。
• ジョブの実行の詳細とエラー。
• クローラは詳細とエラーを実行します。
• AWS Glue アクティビティに関する通知
AWS Glue でクローラとジョブをモニタリングする方法の詳細については、「AWS Glue のモニタリン
グ (p. 405)」を参照してください。
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AWS Glue Data Catalog の開始方法
AWS Glue Data Catalog は永続的な技術メタデータストアです。AWS クラウドでメタデータを保存、注釈
付け、および共有するために使用することができるマネージド型サービスです。詳しくは、「AWS Glue
Data Catalog」を参照してください。
AWS Glue コンソールが更新され、一部のユーザーインターフェイスが改良されました。

概要
このチュートリアルを使用して、最初の AWS Glue データカタログを作成できます。このデータカタログ
は、データソースとして Simple Storage Service (Amazon S3) バケットを使用します。
このチュートリアルでは、AWS Glue コンソールを使用して以下の作業を行います。
1. データベースの作成
2. テーブルの作成
3. データソースとして Amazon S3 バケットを使用します。
これらのステップを完了すると、データソースとして Amazon S3 バケットを使用して、AWS Glue デー
タカタログにデータを入力できるようになります。

ステップ 1: データベースを作成する
開始するには、AWS Management Console にサインインして、AWS Glue コンソールを https://
console.aws.amazon.com/glue.html で開きます。
AWS Glue コンソールを使用してデータベースを作成する:
1.
2.
3.

AWS Glue コンソールで、左側のメニューにある [Data catalog] (データカタログ) から、 [Databases]
(データベース) を選択します。
[データベースの作成] を選択します。

4.

[Create database] (データベースの作成) ページで、データベースの名前を入力します。[Location optional] (場所 — オプション) セクションで、[Browse Amazon S3] (Amazon S3 を閲覧する) を選択し
た上で、Amazon S3 バケットを選択します。Amazon S3 バケットをまだセットアップしていない場
合は、このステップをスキップし、後に再開することができます。
(オプション)。データベースの説明を入力します。

5.

[データベースの作成] を選択します。

これで、AWS Glue コンソールで最初のデータベースの作成が終わりました。新しいデータベースが、使
用可能なデータベースのリストに表示されます。データベースは、[Databases] (データベース) ダッシュ
ボードからデータベースの名前を選択することで編集できます。
次のステップ
[Other ways to create a database: ] (データベースを作成するその他の方法)
AWS Glue コンソールでデータベースを作成しましたが、データベースを作成する方法は他にもありま
す。
• クローラーを使用して、データベースとテーブルを自動的に作成することができます。クローラーを使
用してデータベースを設定するには、「AWS Glue コンソールでクローラーを使用する」を参照してく
ださい。
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• AWS CloudFormation テンプレートを使用できます。「AWS Glue リソースをAWS Glue Data Catalog
テンプレートで作成する」を参照してください。
• AWS Glue データベース API オペレーションを使用してデータベースを作成することもできます。
create オペレーションを使用してデータベースを作成するには、DatabaseInput (必須) パラメータ
を含めてリクエストを構成します。
例:
CLI、Boto3、または DDL を使用して、チュートリアルで使用した S3 バケットからの同じ
flights_data.csv ファイルに基づいてテーブルを定義する方法の一例を以下に示します。
CLI
aws glue create-database --database-input "{\"Name\":\"clidb\"}"

Boto3
glueClient = boto3.client('glue')
response = glueClient.create_database(
DatabaseInput={
'Name': 'boto3db'
}
)

Database API のデータタイプ、構造、およびオペレーションの詳細については、「データベース API」を
参照してください。
次のステップ
次のセクションでは、テーブルを作成し、そのテーブルをデータベースに追加します。
データカタログの設定とアクセス許可を確認することもできます。「AWS Glue コンソールでデータカタ
ログ設定を使用する」を参照してください。

ステップ 2. テーブルの作成
このステップでは、AWS Glue コンソールを使用してテーブルを作成します。
1.

AWS Glue コンソールで、左側のメニューにある[Tables] (テーブル) を選択します。

2.

[Create table] (テーブルの作成) を選択します。

3.

[Table details] (テーブルの詳細) でテーブルの名前を入力して、テーブルのプロパティを設定します。

4.

[Databases] (データベース) セクションのドロップダウンメニューから、ステップ 1 で作成したデー
タベースを選択します。

5.

[Add a data store] (データストアの追加) セクションのデフォルト状態では、ソースのタイプとして
[S3] が選択されています。

6.

[Data located in] (データがある場所) で、[Specified path in another account] (他のアカウントの指定し
たパス) を選択します。

7.

パスをコピーして、[Include path] (パスを含める) の入力フィールドに貼り付けます。
s3://crawler-public-us-west-2/flight/2016/csv/
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8.

[Data format] (データ形式) セクションにある [Classification] (分類) で [CSV] を選択し、[Delimiter] (区
切り記号) では [comma (,)] (カンマ (,)) を選択します。[Next] を選択します。

9.

スキーマを定義するように求められます。スキーマは、データレコードの構造と形式を定義しま
す。[Add column] (列の追加) を選択します。(詳細については、「スキーマレジストリ」を参照してく
ださい)。

10. 列のプロパティを指定します。
a.

列名を入力します。

b.

[Column type] (列タイプ) の場合、デフォルトで 'string' が既に選択されています。

c.

[Column number] (列番号) の場合、デフォルトで '1' が既に選択されています。

d.

[Add] (追加) を選択します。

11. パーティションインデックスを追加するように求められます。これはオプションです。このステップ
をスキップするには、[Next] (次へ) を選択します。
12. テーブルプロパティのサマリーが表示されます。すべてが期待を満たしているように見える場合
は、[Finish] (完了) を選択します。それ以外の場合は、[Back] (戻る) を選択して、必要に応じて編集し
ます。
これで、テーブルを手動で作成し、データベースに関連付ける作業が完了しました。新しく作成したテー
ブルは [Tables] (テーブル) ダッシュボードに表示されます。ダッシュボードからは、すべてのテーブルの
編集と管理を行うことができます。
詳細については、「AWS Glue コンソールでテーブルを操作する」を参照してください。
次のステップ
データカタログを入力した後は、AWS Glue でジョブの作成を開始できます。「ジョブを作成する」を参
照してください。
コンソールを使用する以外にも、データカタログでテーブルを定義する方法として、次のような方法があ
ります。
• クローラーを作成して実行する
• AWS Glue テーブル API を使用する
• AWS Glue Data Catalog テンプレートを使用する
• Apache Hive メタストアを移行する
• AWS CLI、Boto3、またはデータ定義言語 (DDL) を使用する
CLI、Boto3、または DDL を使用して、チュートリアルで使用した S3 バケットからの同じ
flights_data.csv ファイルに基づいてテーブルを定義する方法の一例を以下に示します。
CLI
{

"Name": "flights_data_cli",
"StorageDescriptor": {
"Columns": [
{
"Name": "year",
"Type": "bigint"
},
{
"Name": "quarter",
"Type": "bigint"
}
],
"Location": "s3://crawler-public-us-west-2/flight/2016/csv",
"InputFormat": "org.apache.hadoop.mapred.TextInputFormat",
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"OutputFormat":
"org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveIgnoreKeyTextOutputFormat",
"Compressed": false,
"NumberOfBuckets": -1,
"SerdeInfo": {
"SerializationLibrary":
"org.apache.hadoop.hive.serde2.lazy.LazySimpleSerDe",
"Parameters": {
"field.delim": ",",
"serialization.format": ","
}
}
},
"PartitionKeys": [
{
"Name": "mon",
"Type": "string"
}
],
"TableType": "EXTERNAL_TABLE",
"Parameters": {
"EXTERNAL": "TRUE",
"classification": "csv",
"columnsOrdered": "true",
"compressionType": "none",
"delimiter": ",",
"skip.header.line.count": "1",
"typeOfData": "file"
}
}

Boto3
import boto3
glue_client = boto3.client("glue")
response = glue_client.create_table(
DatabaseName='sampledb',
TableInput={
'Name': 'flights_data_manual',
'StorageDescriptor': {
'Columns': [{
'Name': 'year',
'Type': 'bigint'
}, {
'Name': 'quarter',
'Type': 'bigint'
}],
'Location': 's3://crawler-public-us-west-2/flight/2016/csv',
'InputFormat': 'org.apache.hadoop.mapred.TextInputFormat',
'OutputFormat':
'org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveIgnoreKeyTextOutputFormat',
'Compressed': False,
'NumberOfBuckets': -1,
'SerdeInfo': {
'SerializationLibrary':
'org.apache.hadoop.hive.serde2.lazy.LazySimpleSerDe',
'Parameters': {
'field.delim': ',',
'serialization.format': ','
}
},
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)

},
'PartitionKeys': [{
'Name': 'mon',
'Type': 'string'
}],
'TableType': 'EXTERNAL_TABLE',
'Parameters': {
'EXTERNAL': 'TRUE',
'classification': 'csv',
'columnsOrdered': 'true',
'compressionType': 'none',
'delimiter': ',',
'skip.header.line.count': '1',
'typeOfData': 'file'
}
}

DDL
CREATE EXTERNAL TABLE `sampledb`.`flights_data` (
`year` bigint,
`quarter` bigint)
PARTITIONED BY (
`mon` string)
ROW FORMAT DELIMITED
FIELDS TERMINATED BY ','
STORED AS INPUTFORMAT
'org.apache.hadoop.mapred.TextInputFormat'
OUTPUTFORMAT
'org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveIgnoreKeyTextOutputFormat'
LOCATION
's3://crawler-public-us-west-2/flight/2016/csv/'
TBLPROPERTIES (
'classification'='csv',
'columnsOrdered'='true',
'compressionType'='none',
'delimiter'=',',
'skip.header.line.count'='1',
'typeOfData'='file')

データストアへのネットワークアクセスを設定する
抽出、変換、ロード (ETL) ジョブを実行するには，AWS Glue がデータストアにアクセスできる必要があ
ります。ジョブをVirtual Private Cloud (VPC) サブネットで実行する必要がない場合 (例えば、Amazon S3
から Amazon S3 へのデータ変換など)、追加の設定は必要ありません。
ジョブを VPC サブネットで実行する必要がある場合 (プライベートサブネット内の JDBC データストア
からのデータの変換など)、AWS Glue は、ジョブを VPC 内の他のリソースに安全に接続できるようにす
る Elastic Network Interfaces をセットアップします。それぞれの Elastic Network Interface には、指定し
たサブネット内の IP アドレス範囲からプライベート IP アドレスが割り当てられます。パブリック IP ア
ドレスは割り当てられません。AWS Glue 接続で指定されたセキュリティグループは、各 Elastic Network
Interface に適用されます。詳しくは、「AWS Glue 用 JDBC データストアに接続するための VPC の設
定 (p. 41)」を参照してください。
ジョブによってアクセスされるすべての JDBC データストアは、VPC サブネットから使用できる必要があ
ります。VPC 内から Amazon S3 にアクセスするには VPC エンドポイント (p. 40) が必須です。ジョブ
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が VPC リソースとパブリックインターネットの両方にアクセスする必要がある場合は、 VPC 内にネット
ワークアドレス変換 (NAT) ゲートウェイが必要になります。
ジョブまたは開発エンドポイントは、一度に 1 つの VPC (およびサブネット) にのみアクセスできます。
異なる VPC のデータストアにアクセスする必要がある場合は、次のオプションがあります。
• VPC ピア接続を使用してデータストアにアクセスします。VPC ピア接続の詳細については、「VPC ピ
ア接続の基本」を参照してください。
• 中間的なストレージとして Amazon S3 バケットを使用します。ジョブ 1 での Amazon S3 出力をジョブ
2 への入力としながら、作業を 2 つのジョブに分割します。
JDBC データストアの場合、データストアに接続するために必要なプロパティを使用して AWS Glue で接
続を作成します。接続の詳細については、「AWS Glue Data Catalog での接続の定義 (p. 61)」を参照し
てください

Note
AWS Glue の DNS 環境を必ず設定してください。詳しくは、「VPC での DNS のセットアッ
プ (p. 44)」を参照してください。
トピック
• Amazon S3 用の VPC エンドポイント (p. 40)
• AWS Glue 用 JDBC データストアに接続するための VPC の設定 (p. 41)
• VPC での DNS のセットアップ (p. 44)

Amazon S3 用の VPC エンドポイント
セキュリティ上の理由から、多くの AWS ユーザーがアプリケーションを Amazon Virtual Private Cloud 環
境 (Amazon VPC) 内で実行しています。Amazon VPC を使用すると、Amazon EC2 インスタンスを仮想
プライベートクラウドで作成できます。そのため、パブリックインターネットなどの他のネットワークか
ら論理的に分離されます。Amazon VPC を使用すると、IP アドレスの範囲、サブネット、ルーティング
テーブル、ネットワークゲートウェイ、セキュリティ設定を適切に管理できます。

Note
2013 年 12 月 4 日より後に AWS アカウントを作成した場合は、各 AWS リージョンにデフォル
トで VPC が用意されています。追加設定なしにデフォルトの VPC をすぐに使用できます。
デフォルト VPC の詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「デフォルト VPC とデフォ
ルトサブネット」を参照してください。
多くのお客様が、パブリックインターネット間のデータ送受信に関して、プライバシーとセキュリティに
関する正当な懸念を抱いています。こういったお客様は、この懸念事項を解決するために、バーチャルプ
ライベートネットワーク (VPN) を使用して、すべての Amazon S3 ネットワークトラフィックを、自社内
の企業ネットワークのインフラストラクチャ経由でルーティングします。ただし、このアプローチでは、
帯域幅や可用性の課題が生じる場合があります。
Amazon S3 用の VPC エンドポイントにより、これらの課題が軽減されます。Amazon S3 用 VPC エンド
ポイントを使用することで、AWS Glue はプライベート IP アドレスを使用して、パブリックインターネッ
トに公開されることなく Amazon S3 にアクセスできるようになります。AWS Glue はパブリック IP アド
レスを必要とせず、VPC のためのインターネットゲートウェイ、NAT デバイス、仮想プライベートゲー
トウェイは不要です。Amazon S3 へのアクセスを制御するには、エンドポイントのポリシーを使用しま
す。VPC と AWS サービス間のトラフィックは、Amazon ネットワークを離れません。
Amazon S3 用に VPC エンドポイントを作成する際、リージョン内の Amazon S3 エンドポイント (例:
s3.us-west-2.amazonaws.com) に対するリクエストはすべて、Amazon ネットワーク内のプライベートの
Amazon S3 エンドポイントにルーティングされます。VPC の Amazon EC2 インスタンスで実行されてい
るアプリケーションを変更する必要はありません。エンドポイント名は変わりませんが、Amazon S3 への
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ルーティングは完全に Amazon ネットワーク内で行われ、パブリックインターネットにアクセスすること
はありません。
エンドポイントの詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC Endpoints」を参照してくださ
い。
AWS Glue が VPC エンドポイントを使用して Amazon S3 にアクセスする様子を、次の図に示します。

Amazon S3 のアクセスをセットアップするには
1.
2.
3.

AWS Management Console にサインインして、Amazon VPC コンソール (https://
console.aws.amazon.com/vpc/) を開きます。
左のナビゲーションペインで [エンドポイント] を選択します。
[Create Endpoint] (エンドポイントの作成) をクリックし、ステップに従ってゲートウェイタイプの
Amazon S3 VPC エンドポイントを作成します。

AWS Glue 用 JDBC データストアに接続するための
VPC の設定
AWS Glue コンポーネントで通信を可能にするには、Amazon Redshift や Amazon RDS などのデータス
トアへのアクセスを設定する必要があります。AWS Glue がコンポーネント間で通信できるようにするに
は、すべての TCP ポートに対して自己参照のインバウンドルールを持つセキュリティグループを指定しま
す。自己参照ルールを作成することで、ソースを VPC 内の同じセキュリティグループに制限することがで
き、ネットワーク全体には公開されません。VPC のデフォルトのセキュリティグループには、すでに ALL
Traffic (すべてのトラフィック) の自己参照インバウンドルールがある場合があります。
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Amazon Redshift データストアへのアクセスをセットアップするには
1.

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

2.

左のナビゲーションペインで [Clusters] (クラスター) を選択します。

3.

AWS Glue からアクセスするクラスターの名前を選択します。

4.

[Cluster Properties (クラスターのプロパティ)] セクションで、[VPC security groups (VPC セキュリ
ティグループ)] 内のセキュリティグループを選択し、AWS Glue が使用できるようにします。今後の
参照用に選択したセキュリティグループの名前を記録します。Amazon EC2 コンソールでセキュリ
ティグループを選択すると、[Security Groups] (セキュリティグループ) の一覧が開きます。

5.

変更するセキュリティグループを選択し、[Inbound (インバウンド)] タブに移動します。

6.

自己参照ルールを追加して、AWS Glue コンポーネントが通信できるようにします。具体的には、
[Type (タイプ)] All TCP、[Protocol (プロトコル)] は TCP、[Port Range (ポート範囲)] にはすべての
ポートが含まれ、[Source (ソース)] は [Group ID (グループ ID)] と同じセキュリティグループ名である
というルールを追加または確認します。
インバウンドルールは以下のようになります。
タイプ

プロトコル

ポート範囲

ソース

すべての TCP

TCP

0～65535

database-securitygroup

例:

7.

アウトバウンドトラフィックのルールも追加します。すべてのポートへのアウトバウンドトラフィッ
クを開きます。以下に例を示します。
タイプ

プロトコル

ポート範囲

送信先

すべてのトラフィック

すべて

すべて

0.0.0.0/0

または、[Type (タイプ)] は All TCP、[Protocol (プロトコル)] は TCP、[Port Range (ポート範囲)]
にすべてのポートが含まれ、[Destination (宛先)] は [Group ID (グループ ID)] と同じセキュリティ
グループ名の自己参照ルールを作成します。Amazon S3 VPC エンドポイントを使用している場合
は、Amazon S3 にアクセスするための HTTPS ルールも追加します。セキュリティグループルールに
は、VPC から Amazon S3 VPC エンドポイントへのトラフィックを許可するために、s3-prefixlist-id が必要です。
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例:
タイプ

プロトコル

ポート範囲

送信先

すべての TCP

TCP

0～65535

security-group

HTTPS

TCP

443

s3-prefix-list-id

Amazon RDS データストアへのアクセスをセットアップするには
1.

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

2.

左側のナビゲーションペインで、[Instances] (インスタンス) をクリックします。

3.

AWS Glue からアクセスする Amazon RDS [Engine] (エンジン) と [DB Instance] (DB インスタンス名)
を選択します。

4.

[Instance Actions (インスタンスの操作)] から [See Details (詳細を表示)] を選択します。[Details] (詳
細) タブで、 からアクセスする [Security GroupsAWS Glue] (セキュリティグループ) を見つけます。
今後の参照用にセキュリティグループの名前を記録します。

5.

セキュリティグループを選択してAmazon EC2 コンソールを開きます。

6.

Amazon RDS の [Group ID] (グループ ID) が選択されていることを確認し、[Inbound] (インバウンド)
タブを開きます。

7.

自己参照ルールを追加して、AWS Glue コンポーネントが通信できるようにします。具体的には、
[Type (タイプ)] All TCP、[Protocol (プロトコル)] は TCP、[Port Range (ポート範囲)] にはすべての
ポートが含まれ、[Source (ソース)] は [Group ID (グループ ID)] と同じセキュリティグループ名である
というルールを追加または確認します。
インバウンドルールは次のようになります。
タイプ

プロトコル

ポート範囲

ソース

すべての TCP

TCP

0～65535

database-securitygroup

例:

8.

アウトバウンドトラフィックのルールも追加します。すべてのポートへのアウトバウンドトラフィッ
クを開きます。以下に例を示します。
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タイプ

プロトコル

ポート範囲

送信先

すべてのトラフィック

すべて

すべて

0.0.0.0/0

または、[Type (タイプ)] は All TCP、[Protocol (プロトコル)] は TCP、[Port Range (ポート範囲)]
にすべてのポートが含まれ、[Destination (宛先)] は [Group ID (グループ ID)] と同じセキュリティ
グループ名の自己参照ルールを作成します。Amazon S3 VPC エンドポイントを使用している場合
は、Amazon S3 にアクセスするための HTTPS ルールも追加します。セキュリティグループルールに
は、VPC から Amazon S3 VPC エンドポイントへのトラフィックを許可するために、s3-prefixlist-id が必要です。
例:
タイプ

プロトコル

ポート範囲

送信先

すべての TCP

TCP

0～65535

security-group

HTTPS

TCP

443

s3-prefix-list-id

VPC での DNS のセットアップ
ドメインネームシステム (DNS) は、インターネットで使用する名前を対応する IP アドレスに解決するた
めの標準です。DNS ホスト名は、ホスト名とドメイン名で構成され、コンピュータに一意の名前を付けま
す。DNS サーバーは DNS ホスト名を対応する IP アドレスに解決します。
VPC で DNS をセットアップするには、DNS ホスト名と DNS 解決の両方が VPC で有効になってい
ることを確認します。VPC ネットワーク属性の enableDnsHostnames と enableDnsSupport を
true に設定する必要があります。これらの属性を表示および変更するには、VPC コンソール (https://
console.aws.amazon.com/vpc/) を開きます。
詳細については、「Using DNS with Your VPC」を参照してください。また、AWS CLI を使用して
modify-vpc-attribute コマンドを実行し、VPC ネットワーク属性を設定することもできます。

Note
Route 53 を使用している場合は、設定によって DNS ネットワーク属性が上書きされないように
する必要があります。

AWS Glue での暗号化のセットアップ
次のワークフローの例では、AWS Glue で暗号化を使用するときに設定するオプションに注目します。こ
の例では、特定の AWS Key Management Service (AWS KMS) キーの使用方法を示していますが、特定の
ニーズに基づいて他の設定を選択することもできます。このワークフローでは、AWS Glue の設定時に暗
号化に関連するオプションのみをハイライト表示しています。
1. AWS Glue コンソールのユーザーがすべての AWS Glue API オペレーションを許可するアクセス許可ポ
リシー (例: "glue:*") を使用しない場合は、次のアクションが許可されていることを確認してくださ
い。
• "glue:GetDataCatalogEncryptionSettings"
• "glue:PutDataCatalogEncryptionSettings"
• "glue:CreateSecurityConfiguration"
• "glue:GetSecurityConfiguration"
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• "glue:GetSecurityConfigurations"
• "glue:DeleteSecurityConfiguration"
2. 暗号化されたカタログにアクセスまたは書き込みするクライアント (つまりコンソールユーザー、ク
ローラー、ジョブ、開発エンドポイントなど) には、以下のアクセス許可が必要です。
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:GenerateDataKey",
"kms:Decrypt",
"kms:Encrypt"
],
"Resource": "<key-arns-used-for-data-catalog>"
}
}

3. 暗号化された接続パスワードにアクセスするユーザーまたはロールには、次のアクセス許可が必要で
す。
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:Decrypt"
],
"Resource": "<key-arns-used-for-password-encryption>"
}
}

4. 暗号化されたデータを Amazon S3 に書き込む抽出、変換、ロード (ETL) ジョブのロールには、以下の
アクセス許可が必要です。
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:Decrypt",
"kms:Encrypt",
"kms:GenerateDataKey"
],
"Resource": "<key-arns-used-for-s3>"
}
}

5. 暗号化された Amazon CloudWatch Logs を書き込む ETL ジョブまたはクローラでは、キーポリシーに
以下のアクセス許可が必要です (IAM ポリシーではありません)。
{

"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "logs.region.amazonaws.com"
},
"Action": [
"kms:Encrypt*",
"kms:Decrypt*",
"kms:ReEncrypt*",
"kms:GenerateDataKey*",
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"kms:Describe*"
],
"Resource": "<arn of key used for ETL/crawler cloudwatch encryption>"

}

キーポリシーの詳細については、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの「Using Key
Policies in AWS KMS」を参照してください。
6. 暗号化されたジョブのブックマークを使用する ETL ジョブには、次のアクセス許可が必要です。
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:Decrypt",
"kms:Encrypt"
],
"Resource": "<key-arns-used-for-job-bookmark-encryption>"
}
}

7. AWS Glue コンソールで、ナビゲーションペインの [設定] を選択します。
a. [Data catalog settings] (データカタログ設定) ページで [Metadata encryption] (メタデータの暗号化)
を選択し、Data Catalog を暗号化します。このオプションは、選択した AWS KMS キーを使用し
て、Data Catalog のすべてのオブジェクトを暗号化します。
b. [AWS KMS key] で、[aws/glue] を選択します。作成したカスタマーマスターキー (CMK) を選択する
こともできます。

Important
AWS Glue は、対称カスタマーマスターキー (CMK) のみをサポートしています。[AWS KMS
key] (KMS キー) リストには、対称キーのみが表示されます。ただし、[Choose a AWS KMS
key ARN] (KMS キー ARN を選択します) を選択した場合、任意のキータイプの ARN をコン
ソールで入力します。対称キーには ARN だけを入力するようにしてください。
暗号化が有効になっている場合、Data Catalog にアクセスするクライアントには、AWS KMS のアクセ
ス許可が付与されている必要があります。
8. ナビゲーションペインで、[セキュリティ設定] を選択します。セキュリティ設定は、AWS Glue プロセ
スを設定するために使用できるセキュリティプロパティのセットです。次に [セキュリティ設定の追加]
を選択します。設定で、次のオプションのいずれかを選択します。
a. [S3 暗号化] を選択します。[暗号化モード] では、SSE-KMSを選択します。[AWS KMS キー] につい
ては、[aws/s3] を選択します (ユーザーがこのキーを使用するアクセス権限を持っていることを確認
してください)。これにより、ジョブによって Amazon S3 に書き込まれたデータは、AWS 管理の
AWS Glue AWS KMS キーを使用できるようになります。
b. [CloudWatch Logs の暗号化] を選択し、CMK を選択します (ユーザーにこのキーを使用するアクセス
許可があることを確認してください)。詳しくは、AWS Key Management Service デベロッパーガイ
ドの「Encrypt Log Data in CloudWatch Logs Using AWS KMS」を参照してください。

Important
AWS Glue は、対称カスタマーマスターキー (CMK) のみをサポートしています。[AWS
KMS key] (KMS キー) リストには、対称キーのみが表示されます。ただし、[Choose a AWS
KMS key ARN] (KMS キー ARN を選択します) を選択した場合、任意のキータイプの ARN
をコンソールで入力します。対称キーには ARN だけを入力するようにしてください。
c. [詳細プロパティ] を選択し、[ジョブのブックマーク暗号化モード] を選択します。[AWS KMS キー]
には、[aws/glue] を選択します (ユーザーがこのキーを使用するアクセス権限を持っていることを確
認してください)。これにより、AWS Glue AWS KMS キーを使用して Amazon S3 に書き込まれた
ジョブブックマークの暗号化が可能になります。
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9. ナビゲーションペインで [Connections (接続)] を選択します。
a. [接続の追加] を選択して、ETL ジョブのターゲットとなる Java Database Connectivity (JDBC) デー
タ・ストアへの接続を作成します。
b. Secure Sockets Layer (SSL) 暗号化が使用されるようにするには、[Require SSL connection (SSL接
続を要求)] を選択し、接続をテストします。
10.ナビゲーションペインで [Jobs] (ジョブ) を選択します。
a. [ジョブを追加] を選択して、データを変換するジョブを作成します。
b. ジョブ定義で、作成したセキュリティ構成を選択します。
11.AWS Glue コンソールで、オンデマンドでジョブを実行します。ジョブによって書き込まれた Amazon
S3 データ、ジョブによって書き込まれた CloudWatch Logs、およびジョブブックマークがすべて暗号
化されていることを確認します。

AWS Glue のための開発用ネットワークの設定
AWS Glue で抽出、変換、ロード (ETL) スクリプトを実行するには、開発エンドポイントを使用してス
クリプトを開発し、テストすることができます。開発エンドポイントは、AWS Glue バージョン 2.0 ジョ
ブでの使用がサポートされていません。バージョン 2.0 以降では、Jupyter Notebook といずれかの AWS
Glue カーネルを使用する開発方法が推奨されています。詳細については、「the section called “AWS Glue
のインタラクティブセッションの開始方法” (p. 187)」を参照してください。

開発エンドポイント用にネットワークを設定する
開発エンドポイントを設定するときは、Virtual Private Cloud (VPC)、サブネット、およびセキュリティグ
ループを指定します。

Note
AWS Glue の DNS 環境を必ず設定してください。詳細については、「VPC での DNS のセット
アップ (p. 44)」を参照してください。
AWS Glue による必要なリソースに対するアクセスを許可するには、サブネットのルートテーブルに行を
追加して、Amazon S3 のプレフィックスリストを VPC エンドポイントに関連付けます。プレフィックス
リスト ID は、VPC からのトラフィックが VPC エンドポイント経由で AWS のサービスにアクセスでき
るようにする、アウトバウンドセキュリティグループのルールを作成するために必要です。この開発エン
ドポイントに関連付けられているノートブックサーバーへの接続をローカルマシンから簡単に行うには、
ルートテーブルに行を追加してインターネットゲートウェイ ID を追加します。詳細については、「VPC
エンドポイント」を参照してください。サブネットのルートテーブルを更新すると次の表のようになりま
す。
送信先

ターゲット

10.0.0.0/16

local

Amazon S3 の pl-id

vpce-id

0.0.0.0/0

igw-xxxx

AWS Glue がコンポーネント間で通信できるようにするには、すべての TCP ポートに対して自己参照の
インバウンドルールを持つセキュリティグループを指定します。自己参照ルールを作成することで、ソー
スを VPC 内の同じセキュリティグループに制限することができ、ネットワーク全体には公開されませ
ん。VPC のデフォルトのセキュリティグループには、すでに ALL Traffic (すべてのトラフィック) の自己
参照インバウンドルールがある場合があります。
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セキュリティグループを設定するには
1.

AWS Management Console にサインインし、Amazon EC2 コンソール (https://
console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

左のナビゲーションペインで [セキュリティグループ] を選択します。

3.

リストから既存のセキュリティグループを選択するか、[Create Security Group] (セキュリティグルー
プの作成) を選択して、開発エンドポイントで使用します。

4.

セキュリティグループペインで、[Inbound] (インバウンド) タブに移動します。

5.

自己参照ルールを追加して、AWS Glue コンポーネントが通信できるようにします。具体的には、
[Type (タイプ)] All TCP、[Protocol (プロトコル)] は TCP、[Port Range (ポート範囲)] にはすべての
ポートが含まれ、[Source (ソース)] は [Group ID (グループ ID)] と同じセキュリティグループ名である
というルールを追加または確認します。
インバウンドルールは次のようになります。
タイプ

プロトコル

ポート範囲

ソース

すべての TCP

TCP

0～65535

security-group

次に、自己参照インバウンドルールの例を示します。

6.

アウトバウンドトラフィックのルールも追加します。すべてのポートへのアウトバウンドトラフィッ
クを開くか、または [Type (タイプ)] All TCP、[Protocol (プロトコル)] は TCP、[Port Range (ポート
範囲)] にすべてのポートが含まれ、[Source (ソース)] は [Group ID (グループ ID)] と同じセキュリティ
グループ名の自己参照ルールを作成します。
アウトバウンドルールは、次のいずれかのルールのようになります。
タイプ

プロトコル

ポート範囲

送信先

すべての TCP

TCP

0～65535

security-group

すべてのトラフィック

すべて

すべて

0.0.0.0/0
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ノートブックサーバー用の Amazon EC2 のセット
アップ
開発エンドポイントでは、Zeppelin ノートブックで ETL スクリプトをテストするためのノートブックサー
バーを作成できます。ノートブックとの通信を可能にするには、HTTPS (ポート 443) と SSH (ポート 22)
の両方のインバウンドルールを持つセキュリティグループを指定します。ルールのソースが 0.0.0.0/0 か、
ノートブックに接続しているマシンの IP アドレスであることを確認してください。

セキュリティグループを設定するには
1.

AWS Management Console にサインインし、Amazon EC2 コンソール (https://
console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

左のナビゲーションペインで [セキュリティグループ] を選択します。

3.

リストから既存のセキュリティグループを選択するか、[Create Security Group] (セキュリティグルー
プの作成) を選択して、ノートブックサーバーで使用します。開発エンドポイントに関連付けられて
いるセキュリティグループは、ノートブックサーバーの作成にも使用されます。

4.

セキュリティグループペインで、[Inbound] (インバウンド) タブに移動します。

5.

次のようなインバウンドルールを追加します。
タイプ

プロトコル

ポート範囲

ソース

SSH

TCP

22

0.0.0.0/0

HTTPS

TCP

443

0.0.0.0/0

次に、セキュリティグループのインバウンドルールの例を示します。
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AWS Glue のデータカタログとク
ローラー
AWS Glue Data Catalog には、AWS Glue での抽出、変換、ロード (ETL) ジョブのソースおよびターゲッ
トとして使用するデータへのリファレンスが含まれています。データウェアハウスやデータレイクを作成
するには、このデータを分類する必要があります。AWS Glue Data Catalog は、データの場所、スキー
マ、およびランタイムメトリクスへのインデックスです。データカタログ内の情報は、ETL ジョブの作成
と監視に使用します。Data Catalog の情報はメタデータテーブルとして保存され、各テーブルが 1 つの
データストアを指定します。一般的には、クローラーを実行してデータストア内のデータのインベントリ
を行いますが、データカタログにメタデータテーブルを追加する別の方法もあります。詳しくは、「AWS
Glue テーブル (p. 52) 」を参照してください。
次のワークフロー図は、AWS Glue クローラーがデータストアや他の要素とやり取りしてデータカタログ
に入力する方法を示しています。

クローラーが AWS Glue Data Catalog に入力する一般的なワークフローを以下に示します。
1. クローラーが選択した任意のカスタム分類子を実行し、データの形式とスキーマを推論します。カスタ
ム分類子のコードを提供すると、指定した順序で実行されます。
データの構造を正常に認識した最初のカスタム分類子がスキーマを作成するために使用されます。リス
ト内の下位のカスタム分類子はスキップされます。
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2. カスタム分類子と一致するデータのスキーマがない場合は、組み込み分類子がデータのスキーマを認識
します。組み込み分類子の例に、JSON を認識する分類子があります。
3. クローラーがデータストアに接続します。一部のデータストアでは、クローラーがアクセスするために
接続プロパティを必要とします。
4. データの推測されたスキーマが作成されます。
5. クローラーはデータカタログにメタデータを書き込みます。テーブル定義にはデータストア内のデータ
に関するメタデータが含まれています。テーブルは、Data Catalog でテーブルのコンテナとなるデータ
ベースに書き込まれます。テーブルの属性には分類が含まれます。これは、テーブルのスキーマを推測
した分類子により作成されるラベルです。
トピック
• AWS Glue データベース (p. 51)
• AWS Glue テーブル (p. 52)
• AWS Glue Data Catalog での接続の定義 (p. 61)
• AWS Glue コンソールでデータカタログ設定を使用する (p. 78)
• AWS Glue ETL ジョブからの Data Catalog でのテーブルの作成、スキーマの更新、および新規パー
ティションの追加 (p. 79)
• AWS Glue でのクローラーの定義 (p. 83)
• AWS Glue でのクローラーへの分類子の追加 (p. 124)
• AWS Glue スキーマレジストリ (p. 140)

AWS Glue データベース
データベースは、メタデータテーブルを AWS Glue で組織化するために使用されます。AWS Glue Data
Catalog でテーブルを定義すると、データベースに追加します。1 つのテーブルは、1 つのデータベースに
しか含まれません。
データベースには、数多くのさまざまなデータストアからのデータを定義するテーブルを含めることが
できます。このデータには、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) のオブジェクトと、Amazon
Relational Database Service のリレーショナルテーブルを含めることができます。

Note
データベースを AWS Glue Data Catalog から削除すると、データベース内のすべてのテーブルも
削除されます。
AWS Glue コンソールを使用したデータベースの定義の詳細については、「AWS Glue コンソールでデー
タベースを使用する (p. 52)」を参照してください。

データベースリソースリンク
AWS Glue コンソールの更新が行われました。コンソールの現行バージョンでは、データベースリソー
スリンクはサポートされません。
Data Catalog にはデータベースへのリソースリンクを含めることもできます。データベースリソースリ
ンクは、ローカルデータベースまたは共有データベースへのリンクです。現在、AWS Lake Formation の
みでリソースリンクを作成できます。データベースへのリソースリンクを作成した後、データベース名を
使用する任意の場所で、リソースリンク名を使用できます。所有しているデータベースまたは共有してい
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るデータベースとともに、データベースリソースリンクは glue:GetDatabases() から返され、AWS
Glue コンソールの [Databases] (データベース) ページにエントリとして表示されます。
Data Catalog には、テーブルリソースリンクを含めることもできます。
リソースリンクの詳細については、AWS Lake Formation デベロッパーガイドの「Creating Resource
Links」を参照してください。

AWS Glue コンソールでデータベースを使用する
AWS Glue Data Catalog のデータベースはテーブルを保持するコンテナです。データベースを使用して、
テーブルを別々のカテゴリに整理します。データベースは、クローラーを実行するか手動でテーブルを追
加したときに作成されます。AWS Glue コンソールのデータベースリストには、すべてのデータベースの
説明が表示されます。
データベースのリストを表示するには、AWS Management Console にサインインして、AWS Glue コン
ソール (https://console.aws.amazon.com/glue/) を開きます。[Databases] (データベース) を選択し、リス
ト内のデータベース名を選択して詳細を表示します。
コンソールの [DatabasesAWS Glue] (データベース) タブからデータベースの追加、編集、削除ができま
す。
• 新しいデータベースを作成するには、[Add database] (データベースを追加) を選択し名前と説明を指定
します。Apache Hive など、その他のメタデータストアとの互換性を考慮して、名前は小文字に変換さ
れます。

Note
Amazon Athena からデータベースにアクセスする場合は、英数字とアンダースコア文字のみを
使用して名前を指定してください。詳細については、Athena での名前を参照してください。
• データベースの説明を編集するには、データベース名の横にあるチェックボックスを選択し、[Edit] (編
集) を選択します。
• データベースを削除するには、データベース名の横にあるチェックボックスを選択し、[Remove] (削除)
を選択します。
• データベースに含まれるテーブルのリストを表示するには、データベース名を選択します。そうする
と、データベースプロパティにデータベース内のすべてのテーブルが表示されます。
クローラーで書き込みが行われたデータベースを変更するには、クローラー定義を変更する必要がありま
す。詳細については、AWS Glue でのクローラーの定義 (p. 83) を参照してください。

AWS Glue テーブル
以下の方法で、Data Catalog にテーブル定義を追加できます。
• 1 つ以上のデータストアに接続し、データ構造を決定して、データカタログにテーブルを書き込むク
ローラーを実行します。クローラーは、組み込み分類子またはカスタム分類子を使用して、データの
構造を認識します。スケジュールに基づいてクローラーを実行することができます。詳細については、
「AWS Glue でのクローラーの定義 (p. 83)」を参照してください。
• AWS Glue コンソールを使用して AWS Glue Data Catalog に手動でテーブルを作成します。詳細につい
ては、「AWS Glue コンソールでのテーブルの使用 (p. 55)」を参照してください。
• AWS Glue API (p. 745) の CreateTable オペレーションを使用し、AWS Glue Data Catalog にテーブ
ルを作成します。詳細については、「CreateTable アクション (Python: create_table) (p. 782)」を参照
してください。
• AWS CloudFormation テンプレートを使用します。詳細については、「AWS Glue 用の AWS
CloudFormation (p. 474)」を参照してください。
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• Apache Hive メタストアを移行します。詳細については、GitHub で「Migration between the Hive
Metastore and the AWS Glue Data Catalog」を参照してください。
コンソールまたは API を使用して手動でテーブルを定義する場合、テーブルスキーマおよびデータソース
でデータのタイプとフォーマットを示す分類フィールドの値を指定します、クローラーでテーブルを作成
する場合、データ形式とスキーマは、組み込み分類子またはカスタム分類子のいずれかによって決定され
ます。AWS Glue コンソールを使用してテーブルを作成する方法の詳細については、AWS Glue コンソー
ルでのテーブルの使用 (p. 55) を参照してください。
トピック
• テーブルパーティション (p. 53)
• テーブルリソースリンク (p. 54)
• クローラーを使用して手動で作成されたデータカタログテーブルを更新する (p. 54)
• Data Catalog テーブルのプロパティ (p. 54)
• AWS Glue コンソールでのテーブルの使用 (p. 55)
• AWS Glue でのパーティションインデックスの使用 (p. 57)

テーブルパーティション
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) フォルダの AWS Glue テーブル定義によって、パーティ
ションテーブルを記述できます。たとえば、クエリのパフォーマンスを向上させるために、パーティショ
ンテーブルでは月の名前をキーとして毎月のデータを別のファイルに分割する場合があります。AWS
Glue では、テーブル定義にテーブルのパーティションキーが含まれています。AWS Glue は、Amazon S3
フォルダのデータを評価してテーブルをカタログ化するとき、個々のテーブルまたはパーティション化さ
れたテーブルを追加するかどうかを決定します。
テーブル内のすべてのパーティションをロードする代わりに、テーブル上にパーティションインデックス
を作成して、パーティションのサブセットを取得できます。パーティションインデックスの使用方法につ
いては、「AWS Glue でのパーティションインデックスの使用 (p. 57)」を参照してください。
AWS Glue によって Amazon S3 フォルダのパーティションテーブルを作成するには、次の条件がすべて
満たされている必要があります。
• ファイルのスキーマは、AWS Glue によって決定されるものと似ている。
• ファイルのデータ形式が同じである。
• ファイルの圧縮形式が同じである。
例えば、iOS と Android 両方のアプリケーションの販売データを保存する my-app-bucket という名前
の Amazon S3 バケットを所有しているとします。データは、年、月、日で分割されます。iOS および
Android の販売に関するデータファイルは、同じスキーマ、データ形式、および圧縮形式です。AWS Glue
Data Catalog では、AWS Glue クローラーが、年、月、日のパーティションキーを使用して 1 つのテーブ
ル定義を作成します。
次の my-app-bucket の Amazon S3 リストでは、パーティションのいくつかが示されています。= シン
ボルは、パーティションキー値の割り当てに使用されます。

my-app-bucket/Sales/year=2010/month=feb/day=1/iOS.csv
my-app-bucket/Sales/year=2010/month=feb/day=1/Android.csv
my-app-bucket/Sales/year=2010/month=feb/day=2/iOS.csv
my-app-bucket/Sales/year=2010/month=feb/day=2/Android.csv
...
my-app-bucket/Sales/year=2017/month=feb/day=4/iOS.csv
my-app-bucket/Sales/year=2017/month=feb/day=4/Android.csv
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テーブルリソースリンク
AWS Glue コンソールの更新が行われました。コンソールの現行バージョンでは、テーブルリソースリ
ンクはサポートされません。
Data Catalog には、テーブルへのリソースリンクを含めることができます。テーブルリソースリンクは、
ローカルまたは共有テーブルへのリンクです。現在、AWS Lake Formation のみでリソースリンクを作成
できます。テーブルへのリソースリンクを作成すると、テーブル名を使用する任意の場所で、リソースリ
ンク名を使用できます。自分が所有している、または自分と共有しているテーブルに加えて、テーブルリ
ソースリンクは glue:GetTables() から返され、AWS Glue コンソールの [Tables] (テーブル) ページに
エントリとして表示されます。
Data Catalog には、データベースリソースリンクを含めることもできます。
リソースリンクの詳細については、AWS Lake Formation デベロッパーガイドの「Creating Resource
Links」を参照してください。

クローラーを使用して手動で作成されたデータカタロ
グテーブルを更新する
手動で AWS Glue Data Catalog テーブルを作成し、AWS Glue クローラーを使用して更新された状態を
維持することもできます。スケジュールで実行されているクローラーは、新しいパーティションを追加し
て、スキーマの変更によりテーブルを更新できます。これは Apache Hive メタストアから移行されたテー
ブルにも適用されます。
これを行うには、クローラーを定義するときに、1 つ以上のデータストアをクロールのソースとして指定
する代わりに、既存のデータカタログテーブルを 1 つ以上指定します。クローラーは、カタログテーブル
で指定されたデータストアをクロールします。この場合、新しいテーブルは作成されず、手動で作成され
たテーブルが更新されます。
以下に、カタログテーブルを手動で作成し、クローラーソースとしてカタログテーブルを指定するその他
の理由を示します。
• カタログテーブル名命名アルゴリズムに依存せず、カタログテーブル名を選択することをお勧めしま
す。
• パーティションの検出を中断する可能性がある形式のファイルが誤ってデータソースパスに保存されな
いように、新しいテーブルが作成されないようにする必要があります。
(詳しくは、「クローラーソースのタイプ (p. 92)」を参照してください。)

Data Catalog テーブルのプロパティ
AWS CLI で知られているテーブルのプロパティ、つまりパラメータは無効なキーと値の文字列で
す。AWS Glue の外部での Data Catalog の使用をサポートする場合は、テーブルに独自のプロパティを
設定します。この操作は、Data Catalog を使用する他のサービスでも行うことができます。AWS Glue が
ジョブまたはクローラーの実行時に一部のテーブルプロパティを設定します。特に説明がない限り、これ
らのプロパティは内部使用のためのものであり、現在の形式での存続や、これらのプロパティを手動で変
更した場合の製品の動作についてはサポートされません。
AWS Glue クローラーで設定できるテーブルプロパティの詳細については、「the section called “クロー
ラーによって設定された Data Catalog テーブルのパラメータ” (p. 123)」を参照してください。
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AWS Glue コンソールでのテーブルの使用
AWS Glue Data Catalog のテーブルは、データストア内のデータを表すメタデータ定義です。クローラ
の実行時にテーブルを作成するか、または、AWS Glue コンソールで手動でテーブルを作成できます。
コンソールの [TablesAWS Glue] (テーブル) リストに、テーブルのメタデータの値が表示されます。ETL
(抽出、変換、ロード) ジョブを作成するときに、テーブル定義を使用してソースとターゲットを指定しま
す。
開始するには、AWS Management Console にサインインし、AWS Glue コンソール (https://
console.aws.amazon.com/glue/) を開きます。[Tables] (テーブル) タブをクリックし、[Add tables] (テーブ
ルの追加) ボタンを使用して、クローラで、または属性を手動で入力してテーブルを作成します。

コンソールでテーブルを追加する
クローラを使用してテーブルを追加するには、[Add tables] (テーブルの追加)、[Add tables using a crawler]
(クローラを使用してテーブルを追加) の順に選択します。次に、[Add crawler] (クローラの追加) ウィザー
ドの手順に従います。クローラが実行されると、テーブルが AWS Glue Data Catalog に追加されます。詳
細については、「AWS Glue でのクローラーの定義 (p. 83)」を参照してください。
Data Catalog の Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) テーブル定義の作成に必要な属性が分かっ
ている場合は、テーブルウィザードで作成できます。[Add tables] (テーブルの追加)、[Add table manually]
(手動でのテーブルを追加) の順に選択し、[Add table] (テーブルの追加) ウィザードの手順に従います。
コンソールで手動でテーブルを追加するときは、以下の点を考慮します。
• Amazon Athena からテーブルにアクセスする場合は、英数字とアンダースコア文字のみを使用して名前
を指定してください。詳細については、「テーブル、データベース、および列の名前」を参照してくだ
さい。
• ソースデータの場所は Amazon S3 パスにする必要があります。
• データのデータ形式は、ウィザードに表示されているいずれかの形式と一致する必要があります。対応
する分類、SerDe、およびその他のテーブルのプロパティは、選択された形式に基づいて自動的に入力
されます。次の形式でテーブルを定義できます。
JSON
JavaScript Object Notation。
CSV
文字で区切られた値。また、区切り文字として、カンマ、パイプ、セミコロン、タブ、または CtrlA を指定します。
Parquet
Apache Parquet 列指向ストレージ。
Avro
Apache Avro JSON バイナリ形式。
XML
Extensible Markup Language 形式。データの行を定義する XML タグを指定します。列は行のタグ
内で定義されます。
• テーブルのパーティションキーを定義できます。
• 現在、コンソールで作成した分割されたテーブルは、ETL ジョブで使用することはできません。

テーブル属性
以下に重要なテーブル属性を示します。
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テーブル名
名前は、テーブルの作成時に決定され、変更することはできません。多くの AWS Glue オペレーショ
ンでテーブル名を参照します。
データベース
テーブルが存在するコンテナオブジェクト。このオブジェクトには、AWS Glue Data Catalog 内に存
在するテーブルの組織名が含まれ、データストアの組織名とは異なる場合があります。データベース
を削除すると、データベースに含まれるすべてのテーブルも Data Catalog から削除されます。
Location
このテーブル定義が表すデータストア内のデータの場所へのポインタ。
分類
テーブルの作成時に指定された分類の値。通常、これはクローラが実行されてソースデータの形式を
指定するときに書き込まれます。
最終更新日
Data Catalog でこのテーブルが更新された日付と時刻 (UTC)。
追加された日付
Data Catalog にこのテーブルが追加された日付と時刻 (UTC)。
説明
テーブルの説明。テーブルの内容を理解しやすくするために説明を記入できます。
廃止
AWS Glue により、Data Catalog のテーブルは元のデータストアに存在しなくなったことが分かる
と、そのテーブルは廃止されたとしてデータカタログにマークされます。廃止されたテーブルを参
照するジョブを実行する場合、ジョブは失敗する可能性があります。廃止されたテーブルを参照する
ジョブを編集し、ソースおよびターゲットとして削除します。廃止されたテーブルが不要になったら
削除することをお勧めします。
Connection
AWS Glue でデータストアへの接続が必要な場合は、接続の名前がテーブルに関連付けられます。

テーブルの詳細の表示と編集
既存のテーブルの詳細を表示するには、リスト内のテーブル名を選択し、[Action, View details] (アクショ
ン、詳細を表示) を選択します。
テーブルの詳細にはテーブルのプロパティとスキーマが含まれます。このビューには、テーブルに定義さ
れた順序の列名、データ型、およびパーティションのキー列を含む、テーブルのスキーマが表示されま
す。列が複合型の場合は、以下の例に示すように、[View properties] (プロパティの表示) を選択して、そ
のフィールドの構造の詳細を表示します。
{
"StorageDescriptor":
{
"cols": {
"FieldSchema": [
{
"name": "primary-1",
"type": "CHAR",
"comment": ""
},
{
"name": "second ",
"type": "STRING",
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}

}

"comment": ""

]
},
"location": "s3://aws-logs-111122223333-us-east-1",
"inputFormat": "",
"outputFormat": "org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveIgnoreKeyTextOutputFormat",
"compressed": "false",
"numBuckets": "0",
"SerDeInfo": {
"name": "",
"serializationLib": "org.apache.hadoop.hive.serde2.OpenCSVSerde",
"parameters": {
"separatorChar": "|"
}
},
"bucketCols": [],
"sortCols": [],
"parameters": {},
"SkewedInfo": {},
"storedAsSubDirectories": "false"
},
"parameters": {
"classification": "csv"
}

StorageDescriptor などのテーブルのプロパティの詳細については、「StorageDescriptor 構
造 (p. 776)」を参照してください。
テーブルのスキーマを変更するには、[Edit schema] (スキーマの編集) を選択し、列の追加および削除、列
名の変更、データ型の変更をします。
スキーマを含め、テーブルの異なるバージョンを比較するには、[Compare versions] (バージョンの比較)
を選択し、テーブルの 2 つのバージョンのスキーマを並べて比較します。
Amazon S3 パーティションを構成するファイルを表示するには、[View partition] (パーティションの表示)
を選択します。Amazon S3 のテーブルでは、[Key] (キー) 列に、ソースデータストアでテーブルを分割す
るために使用されるパーティションキーが表示されます。パーティションは、日付、場所、または部門な
どのキー列の値に基づいて、テーブルを関連する部分に分割する方法です。パーティションの詳細につい
ては、インターネットで「hive パーティション」を検索してください。

Note
テーブルの詳細を表示するための詳細な手順については、コンソールの [Explore table] (テーブル
の確認) チュートリアルを参照してください。

AWS Glue でのパーティションインデックスの使用
時間の経過とともに、数十万のパーティションがテーブルに追加されます。GetPartitions API は、テーブ
ル内のパーティションをフェッチするために使用されます。この API は、リクエストで指定された式と一
致するパーティションを返します。
sales_data テーブルを、Country (国)、Category (カテゴリ)、Year (年)、および Month (月) というキーに
よって分割された例とします。2020 年に販売された Books (書籍) というカテゴリのすべてのアイテムの
売り上げデータを取得する場合、「Category = Books and year = 2020」という式の GetPartitions リ
クエストを Data Catalog に送ります。
テーブルにパーティションインデックスが存在しない場合、AWS Glue では、テーブルのすべてのパー
ティションがロードされ、GetPartitions リクエストでユーザーが指定したクエリ式を使用してロード
されたパーティションがフィルタリングされます。インデックスのないテーブルでパーティション数が増
えると、クエリの実行に時間がかかります。インデックスを使用すると、GetPartitions クエリでは、
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テーブル内のすべてのパーティションをロードするのではなく、パーティションのサブセットを取得しよ
うとします。
トピック
• パーティションインデックスについて (p. 58)
• パーティションインデックスを持つテーブルの作成 (p. 58)
• パーティションインデックスの既存テーブルへの追加 (p. 58)
• テーブル上のパーティションインデックスの説明 (p. 59)
• パーティションインデックスの使用に関する制限事項 (p. 59)
• GetPartitions 呼び出しを最適化するためのインデックスの使用 (p. 60)
• エンジンとの統合 (p. 61)

パーティションインデックスについて
パーティションインデックスを作成する際、指定したテーブルに既に存在するパーティションキーのリス
トを指定します。パーティションインデックスは、テーブルで定義されているパーティションキーのサブ
リストです。パーティションインデックスは、テーブルで定義されたパーティションキーを任意の順序に
して作成できます。上記の sales_data テーブルの場合、可能なインデックスは (国、カテゴリ、年、月)、
(国、カテゴリ、年)、(国、カテゴリ)、(国)、(カテゴリ、国、年、月) などです。
Data Catalog は、インデックスの作成時に指定された順序でパーティション値を連結します。イン
デックスは、テーブルに追加されたパーティションと整合して構築されます。インデックスは、文字列
(string、char、varchar) と数値 (int、bigint、long、tinyint、smallint) の列タイプに対して作成できます。例
えば、country (文字列)、item (文字列)、creationDate (日付) というパーティションキーを持つテー
ブルの場合の場合、creationDate パーティションキーにはインデックスを作成できません。
数値データ型と文字列データ型のインデックスは、=、>、>=、<、<=、および between 演算子をサ
ポートします。インデックス作成ソリューションは現在、AND 論理演算子のみをサポートしています。
「LIKE」、「IN」、「OR」、および「NOT」の演算子のある部分式は、インデックスを使用してフィル
タリングする場合、この式では無視されます。無視された部分式のフィルタリングは、インデックスフィ
ルタリングを適用した後にフェッチされたパーティションに対して行われます。
テーブルに追加されたパーティションごとに、対応するインデックス項目が作成されます。「n」個のパー
ティションを持つテーブルの場合、1 つのパーティションインデックスは「n」個のパーティションイン
デックス項目になります。同じテーブルの「m」個のパーティションインデックスは、「m*n」個のパー
ティションインデックス項目になります。各パーティションインデックス項目は、現在のデータカタログ
ストレージの AWS Glue 料金ポリシーに従って課金されます。ストレージオブジェクトの料金の詳細につ
いては、「AWS Glue の料金」を参照してください。

パーティションインデックスを持つテーブルの作成
テーブルの作成中にパーティションインデックスを作成できます。CreateTable リクエスト
は、PartitionIndex オブジェクトのリストを入力として指定します。1 つのテーブルには、最大 3
つのパーティションインデックスを作成できます。各パーティションインデックスには、テーブルに対
して定義された名前と partitionKeys のリストが必要です。テーブル上に作成されたインデックス
は、GetPartitionIndexes API を使用してフェッチできます。

パーティションインデックスの既存テーブルへの追加
既存のテーブルにパーティションインデックスを追加するには、CreatePartitionIndex オペレーショ
ンを使用します。CreatePartitionIndex オペレーションごとに、1 つの PartitionIndex を作成で
きます。インデックスを追加しても、テーブルの可用性には影響しません。これは、インデックスの作成
中もテーブルが使用可能になるためです。
追加されたパーティションのインデックスステータスが CREATING に設定され、インデックスデータの
作成が開始されます。インデックスの作成プロセスが正常に終了すると、indexStatus は ACTIVE に更新
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され、プロセスが正常に終了しなかった場合、インデックスステータスは FAILED に更新されます。イ
ンデックスが作成できない理由は、複数あり得ます。GetPartitionIndexes オペレーションを使用し
て、障害の詳細を取得できます。考えられる障害は次のとおりです。
• ENCRYPTED_PARTITION_ERROR – 暗号化されたパーティションを持つテーブルでのインデックスの
作成はサポートされていません。
• INVALID_PARTITION_TYPE_DATA_ERROR – partitionKey の値が対応する partitionKey デー
タ型に対して有効な値でない場合に発生します。例えば、「int」データ型の partitionKey の値が
「foo」の場合などです。
• MISSING_PARTITION_VALUE_ERROR – indexedKey の partitionValue がない場合に発生しま
す。これは、テーブルのパーティション化に整合性がない場合に発生します。
• UNSUPPORTED_PARTITION_CHARACTER_ERROR – インデックス付きパーティションキーの値に
「\u0000」、「\u0001」、または「\u0002」という文字が含まれている場合に発生します。
• INTERNAL_ERROR – インデックスの作成中に内部エラーが発生しました。

テーブル上のパーティションインデックスの説明
テーブル上に作成されたパーティションインデックスを取得するには、GetPartitionIndexes オペ
レーションを使用します。レスポンスとして、テーブル上のすべてのインデックスと、各インデックスの
現在のステータス (IndexStatus) が返ります。
パーティションインデックスの IndexStatus は、次のいずれかになります。
• CREATING – インデックスは現在作成されていますが、まだ使用することはできません。
• ACTIVE – インデックスは、すぐに使用できます。リクエストにインデックスを使用して最適化された
クエリを実行できます。
• DELETING – インデックスは現在削除されているため、使用できなくなっています。アクティブ状
態のインデックスは、DeletePartitionIndex リクエストを使用してステータスを ACTIVE から
DELETING に移行することによって削除できます。
• FAILED – 既存のテーブルでインデックスの作成に失敗しました。失敗したインデックスは、直近の 10
個まで各テーブルに保存されます。
既存のテーブルで作成されたインデックスには、次のような状態遷移があり得ます。
• CREATING → ACTIVE → DELETING
• CREATING → FAILED

パーティションインデックスの使用に関する制限事項
パーティションインデックスを作成したら、テーブルとパーティションの機能に対する次の変更点に注意
してください。
新規パーティションの作成 (インデックス追加後)
テーブルにパーティションインデックスが作成されると、テーブルに追加されたすべての新しいパーティ
ションは、インデックス付きキーのデータ型チェックのために検証されます。インデックス付きキーの
パーティション値は、データ型形式について検証されます。データ型のチェックが失敗すると、パーティ
ションの作成操作は失敗します。sales_data テーブルに対して、キー (カテゴリ、年) のインデックスが
作成され、カテゴリの型が string、年の型が int の場合、YEAR の値が「foo」であれば、新しいパー
ティションの作成は失敗します。
インデックスを有効にすると、U+0000、U+00001、U+0002 という文字を含むインデックス付きキー値の
パーティションの追加が失敗するようになります。
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テーブルの更新
テーブル上にパーティションインデックスを作成すると、既存のパーティションキーのパーティション
キー名を変更することはできません。また、インデックスに登録されているキーのタイプまたは順序を変
更することはできません。

GetPartitions 呼び出しを最適化するためのインデックスの使用
インデックス付きテーブルで GetPartitions を呼び出すとき、式を含めることができます。また、適用
可能な場合は、Data Catalogで、可能であればインデックスが使用されます。インデックスの最初のキー
は、フィルタリングに使用されるインデックスの式に含めて渡す必要があります。フィルタリングのイン
デックスの最適化は、ベストエフォートとして適用されます。Data Catalog では、可能な限りインデック
スの最適化を使用しようとしますが、インデックスが見つからない場合、またはサポートされていない演
算子の場合は、すべてのパーティションをロードする既存の実装に戻します。
上記の sales_data テーブルには、[Country, Category, Year] (国、カテゴリ、年) のインデックスを追加で
きます。式に「Country」が渡されない場合、登録されたインデックスは、インデックスを使用したパー
ティションのフィルタリングができません。最大 3 つのインデックスを追加して、さまざまなクエリパ
ターンをサポートできます。
いくつかの式を例に取り、そこでインデックスが機能する様子を示します。
表現

インデックスの使用方法

Country = 'US'

インデックスは、パーティションをフィルタリン
グするために使用されます。

Country = 'US' and Category = 'Shoes'

インデックスは、パーティションをフィルタリン
グするために使用されます。

Category = 'Shoes'

式に「country」が指定されていないため、イン
デックスは使用されません。レスポンスを返すた
め、すべてのパーティションがロードされます。

Country = 'US' and Category = 'Shoes' and Year >
'2018'

インデックスは、パーティションをフィルタリン
グするために使用されます。

Country = 'US' and Category = 'Shoes' and Year >
'2018' and month = 2

インデックスを使用して、「country = "US" and
category = "shoes" and year > 2018」に該当するす
べてのパーティションがフェッチされます。その
後、月に関する式によるフィルタリングが実行さ
れます。

Country = 'US' AND Category = 'Shoes' OR Year >
'2018'

OR 演算子が式に存在するため、インデックスは使
用されません。

Country = 'US' AND Category = 'Shoes' AND (Year
= 2017 OR Year = '2018')

インデックスを使用して、「country = "US" and
category = "shoes"」に該当するのすべてのパー
ティションがフェッチされ、その後、年に関する
式によるフィルタリングが実行されます。

Country in ('US', 'UK') AND Category = 'Shoes'

IN 演算子は現在サポートされていないため、イン
デックスはフィルタリングに使用されません。

Country = 'US' AND Category in ('Shoes', 'Books')

インデックスを使用して、「country = "US"」に該
当するのすべてのパーティションが取得され、そ
の後、カテゴリに関する式によるフィルタリング
が実行されます。
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エンジンとの統合
Redshift Spectrum、Amazon EMR、および AWS Glue ETL Spark DataFrames は、インデックスが
AWS Glue で ACTIVE 状態になった後にパーティションを取得するためにインデックスを利用できま
す。Athena と AWS Glue ETL DynamicFrame では、クエリを向上させるためにインデックスを利用する
には追加のステップに従う必要があります。

AWS Glue Data Catalog での接続の定義
AWS Glue 接続は、特定のデータストアのログイン認証情報、URI 文字列、仮想プライベートクラウド
(VPC) 情報などを保存するデータカタログオブジェクトです。AWS Glue クローラー、ジョブ、および開
発エンドポイントは、特定のタイプのデータストアにアクセスするために接続を使用します。ソースと
ターゲットの両方に接続を使用したり、複数のクローラーまたは抽出、変換、ロード (ETL) ジョブで同じ
接続を再利用したりできます。
AWS Glue では次の接続タイプをサポートしています。
• JDBC
• Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
• Amazon Redshift
• Amazon DocumentDB
• Kafka
• MongoDB
• Network (Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 内のデータソースへの接続を指定します)
AWS Glue Studio を使用して、コネクタの接続を作成することもできます。コネクタとは、AWS Glue
Studio 内でデータストアに対するアクセスを支援するための、オプションのコードパッケージです。詳細
については、「Using connectors and connections with AWS Glue Studio」を参照してください。
オンプレミスのデータベースに接続する方法の詳細については、AWS ビッグデータブログ記事「AWS
Glue を使用することによってオンプレミスデータストアにアクセスして分析する方法」を参照してくださ
い。
このセクションには、AWS Glue 接続の使用に役立つ次のトピックが含まれています。
• AWS Glue 接続プロパティ (p. 61)
• AWS Secrets Manager への接続認証情報の保存 (p. 67)
• AWS Glue 接続の追加 (p. 67)
• AWS Glue 接続のテスト (p. 67)
• すべての AWS コールを VPC を経由するように設定する (p. 68)
• VPC の JDBC データストアに接続する (p. 69)
• MongoDB 接続の使用 (p. 70)
• VPC エンドポイントを使用して Amazon S3 データストアをクロールする (p. 71)
• AWS Glue での接続の問題のトラブルシューティング (p. 77)

AWS Glue 接続プロパティ
このトピックでは、AWS Glue 接続のプロパティについて説明します。
トピック
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• 必要な接続プロパティ (p. 62)
• AWS Glue JDBC 接続プロパティ (p. 62)
• AWS Glue SSL 接続プロパティ (p. 64)
• クライアント認証用の Apache Kafka 接続プロパティ (p. 66)

必要な接続プロパティ
AWS Glue コンソールで設定を定義する場合は、次のプロパティに値を指定する必要があります。
接続名
接続の一意の名前を入力します。
接続タイプ
JDBC またはいずれかの接続タイプを選択します。
JDBC 接続タイプの詳細については、「the section called “JDBC 接続プロパティ” (p. 62)」を参照
してください。
Amazon Virtual Private Cloud 環境 (Amazon VPC) 内のデータソースへ接続するには、Network を選択
します。
選択したタイプに応じて、AWS Glue コンソールにその他の必須フィールドが表示されます。例え
ば、Amazon RDS を選択した場合は、データベースエンジンを選択する必要があります。
要求される SSL 接続
このオプションを選択すると、AWS Glue では、データストア接続が信頼できる Secure Sockets
Layer (SSL) 経由であることの確認が必要です。
このオプションを選択したときに利用できる追加オプションなどの詳細については、「the section
called “SSL 接続プロパティ” (p. 64)」を参照してください。
MSK クラスターを選択 (Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (MSK) のみ)
別の AWS アカウントからの MSK クラスターを指定します。
Kafka ブートストラップサーバーの URL (Kafka のみ)
ブートストラップサーバーの URL のカンマ区切りリストを指定します。ポート番号を含めます。例:
b-1.vpc-test-2.o4q88o.c6.kafka.us-east-1.amazonaws.com:9094, b-2.vpc-test-2.o4q88o.c6.kafka.useast-1.amazonaws.com:9094, b-3.vpc-test-2.o4q88o.c6.kafka.us-east-1.amazonaws.com:9094

AWS Glue JDBC 接続プロパティ
AWS Glue は、JDBC 接続を介して次のデータストアに接続できます。
• Amazon Redshift
• Amazon Aurora
• Microsoft SQL Server
• MySQL
• Oracle
• PostgreSQL
• Amazon RDS for MariaDB
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Important
現在、ETL ジョブは 1 つのサブネット内でしか JDBC 接続を使用できません。1 つのジョブに複
数のデータストアがある場合は、同じサブネットにある必要があります。
JDBC 接続タイプの追加プロパティを次に示します。
JDBC URL
JDBC データストアの URL を入力します。ほとんどのデータベースエンジンの場合、このフィールド
は次の形式になります。この形式では、protocol、host、port、および db_name を独自の情報に
置き換えます。
jdbc:protocol://host:port/db_name
データベースエンジンに応じて、別の JDBC URL の形式が必要な場合があります。この形式では、コ
ロン (:) とスラッシュ (/) の使用方法が若干異なるか、データベースを指定するためのキーワードが異
なる場合があります。
JDBC をデータストアに接続するためには、データストアの db_name が必要です。db_name は、指
定された username と password を使用してネットワーク接続を確立するために使用されます。接
続すると、AWS Glue はデータストア内の他のデータベースにアクセスして、クローラーを実行した
り ETL ジョブを実行したりできます。
次の JDBC URL の例は、いくつかのデータベースエンジンの構文を示しています。
• dev データベースを使用して Amazon Redshift クラスターデータストアに接続するには
jdbc:redshift://xxx.us-east-1.redshift.amazonaws.com:8192/dev
• employee データベースを使用して Amazon RDS for MySQL データストアに接続するには
jdbc:mysql://xxx-cluster.cluster-xxx.us-east-1.rds.amazonaws.com:3306/
employee
• employee データベースを使用して Amazon RDS for PostgreSQL データストアに接続するには
jdbc:postgresql://xxx-cluster.cluster-xxx.useast-1.rds.amazonaws.com:5432/employee
• employee サービス名を使用して Amazon RDS for Oracle データストアに接続するには
jdbc:oracle:thin://@xxx-cluster.cluster-xxx.useast-1.rds.amazonaws.com:1521/employee
Amazon RDS for Oracle の構文は次のパターンに従います。これらのパターンで
は、host、port、service_name、SID を独自の情報に置き換えます。
• jdbc:oracle:thin://@host:port/service_name
• jdbc:oracle:thin://@host:port:SID
• employee データベースを使用して Amazon RDS for Microsoft SQL Server データストアに接続す
るには
jdbc:sqlserver://xxx-cluster.cluster-xxx.useast-1.rds.amazonaws.com:1433;databaseName=employee
Amazon RDS for SQL Server の構文は次のパターンに従います。これらのパターンで
は、server_name、port、および db_name を独自の情報に置き換えます。
• jdbc:sqlserver://server_name:port;database=db_name
• jdbc:sqlserver://server_name:port;databaseName=db_name
• employee データベースの Amazon Aurora PostgreSQL インスタンスに接続するには、データベー
スインスタンスのエンドポイント、ポート、およびデータベース名を次のように指定します。
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jdbc:postgresql://employee_instance_1.xxxxxxxxxxxx.useast-2.rds.amazonaws.com:5432/employee
• Amazon RDS for MariaDB データストアに接続する (employee データベースを持つ) には、データ
ベースインスタンスのエンドポイント、ポート、およびデータベース名を指定します。
jdbc:mysql://xxx-cluster.cluster-xxx.aws-region.rds.amazonaws.com:3306/
employee
ユーザーネーム

Note
ユーザー名とパスワードを直接入力するのではなく、AWS シークレットを使用して接続認証
情報を保存することをお勧めします。詳細については、「AWS Secrets Manager への接続認
証情報の保存 (p. 67)」を参照してください。
JDBC データストアにアクセスする権限を持つユーザー名を指定します。
[Password] (パスワード)
JDBC データストアへのアクセス権を持つユーザー名のパスワードを入力します。
ポート
Amazon RDS Oracle インスタンスに接続するために JDBC URL で使用するポートを入力します。こ
のフィールドは、Amazon RDS Oracle インスタンスに対して [Require SSL connection] (SSL 接続が
必要) を選択したときにしか表示されません。
VPC
データストアを含むVirtual Private Cloud (VPC) の名前を選択します。AWS Glue コンソールには、現
在のリージョンの VPC がすべて表示されます。
サブネット
データストアを含む VPC 内のサブネットを選択します。AWS Glue コンソールには VPC 内のデータ
ストアのすべてのサブネットが一覧表示されます。
セキュリティグループ
データストアに関連付けられているセキュリティグループを選択します。AWS Glue には、AWS
Glue の接続を許可するインバウンドソースルールを持つ 1 つ以上のセキュリティグループが必要で
す。AWS Glue コンソールには、VPC へのインバウンドアクセスが許可されているすべてのセキュ
リティグループが一覧表示されます。AWS Glue は、VPC サブネットにアタッチされている Elastic
Network Interface にこれらのセキュリティグループを関連付けます。

AWS Glue SSL 接続プロパティ
[Require SSL connection] (SSL 接続が必要) プロパティの詳細は、次の通りです。
SSL 接続が必要でない場合、AWS Glue では SSL を使用してデータストアへの接続を暗号化できなくても
無視されます。設定の手順については、データストアのドキュメントを参照してください。このオプショ
ンを選択すると、AWS Glue が接続できない場合、開発エンドポイントでのジョブ実行、クローラー、ま
たは ETL のステートメントは失敗します。
このオプションは、AWS Glue クライアント側で検証されます。JDBC 接続の場合、AWS Glue は、証明
書とホスト名の検証を使用する SSL 経由でのみ接続を行います。SSL 接続サポートは、次の場合に利用で
きます。
• Oracle Database
• Microsoft SQL Server
• PostgreSQL
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• Amazon Redshift
•
•
•
•

MySQL (Amazon RDS インスタンスのみ)
Amazon Aurora MySQL (Amazon RDS インスタンスのみ)
Amazon Aurora PostgreSQL (Amazon RDS インスタンスのみ)
Kafka (Amazon Managed Streaming for Apache Kafka を含む)

Note
Amazon RDS Oracle データストアが [Require SSL connection] (SSL 接続が必要) を使用できるよ
うにするためには、Oracle インスタンスへのオプショングループを作成してアタッチする必要が
あります。
1. AWS Management Console にサインインし、Amazon RDS コンソール (https://
console.aws.amazon.com/rds/) を開きます。
2. オプショングループを Amazon RDS Oracle インスタンスに追加します。Amazon RDS コン
ソールで、オプショングループを追加する方法についての詳細は、「オプショングループを作
成する」を参照してください。
3. オプションを SSL のオプショングループに追加します。SSL に指定したポートは、後で
Amazon RDS Oracle インスタンスの AWS Glue JDBC 接続 URL を作成するときに使用さ
れます。Amazon RDS コンソールでオプションを追加する方法の詳細については、Amazon
RDS ユーザーガイドの「オプショングループにオプションを追加する」を参照してください。
の。Oracle SSL のオプションの詳細については、Amazon RDS ユーザーガイドの「Oracle
SSL」を参照してください。
4. AWS Glue コンソールで、Amazon RDS Oracle インスタンスへの接続を作成します。接続定義
で、[Require SSL connection] を選択します。Amazon RDS Oracle SSL オプションで使用して
いるポートを、求められれば入力します。
接続に [Require SSL connection] (SSL 接続が必要) が選択されている場合は、次の追加のオプションプロ
パティを使用できます。
S3 のカスタム JDBC 証明書
オンプレミスまたはクラウドデータベースとの SSL 通信に現在使用している証明書がある場合は、こ
の証明書を AWS Glue データソースまたはターゲットへの SSL 接続に使用できます。カスタムルー
ト証明書が含まれている Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) の場所を入力します。AWS
Glue はこの証明書を使用してデータベースへの SSL 接続を確立します。AWS Glue は X.509 証明書
のみを処理します。証明書は DER エンコードし、Base64 エンコード PEM 形式で指定する必要があ
ります。
このフィールドを空白のままにすると、デフォルトの証明書が使用されます。
カスタム JDBC 証明書文字列
JDBC データベース固有の証明書情報を入力します。これは、ドメインの一致または識別名 (DN) の
一致に使用される文字列です。Oracle Database の場合、この文字列は tnsnames.ora ファイル
の security セクションの SSL_SERVER_CERT_DN パラメータにマッピングされます。Microsoft SQL
Server の場合、この文字列は hostNameInCertificate として使用されます。
Oracle Database の SSL_SERVER_CERT_DN パラメータの例を次に示します。
cn=sales,cn=OracleContext,dc=us,dc=example,dc=com

Kafka のプライベート CA 証明書の場所
Kafka データストアとの SSL 通信に現在使用している証明書がある場合は、この証明書を AWS
Glue接続に使用できます。このオプションは Kafka データストアには必須で、Amazon Managed
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Streaming for Apache Kafka データストアにはオプションです。カスタムルート証明書が含まれてい
る Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) の場所を入力します。AWS Glue はこの証明書を使
用して Kafka データストアへの SSL 接続を確立します。AWS Glue は X.509 証明書のみを処理しま
す。証明書は DER エンコードし、Base64 エンコード PEM 形式で指定する必要があります。
証明書の検証をスキップ
「証明書の検証をスキップ」 チェックボックスをオンにして、AWS Glue によるカスタム証明書の
検証をスキップします。検証することを選択すると、AWS Glue は証明書の署名アルゴリズムとサブ
ジェクトパブリックキーアルゴリズムを検証します。証明書の検証に失敗すると、この接続を使用す
る ETL ジョブまたはクローラーはすべて失敗します。
許可される署名アルゴリズムは、SHA256withRSA、SHA384withRSA、または SHA512withRSA のみ
です。サブジェクトパブリックキーアルゴリズムの場合、キーの長さは 2048 以上にする必要があり
ます。
Kafka クライアントのキーストアの場所
Kafka クライアント側認証用のクライアントキーストアファイルの Amazon S3 の場所。パスは s3://
bucket/prefix/filename.jks の形式である必要があります。ファイル名と .jks 拡張子で終わる必要があり
ます。
Kafka クライアントキーストアのパスワード (オプション)
指定されたキーストアにアクセスするためのパスワード。
Kafka クライアントキーのパスワード (オプション)
キーストアは、複数のキーで構成することができるので、これは、Kafkaサーバー側のキーで使用され
るクライアントキーにアクセスするためのパスワードです。

クライアント認証用の Apache Kafka 接続プロパティ
AWS Glue は、Apache Kafka 接続を作成するときの認証用の Simple Authentication and Security Layer
(SASL) フレームワークをサポートしています。SASL フレームワークは、さまざまな認証メカニズムをサ
ポートしており、AWS Glue では、SCRAM プロトコル (ユーザー名とパスワード) と GSSAPI (Kerberos
プロトコル) の両方が使用できます。
AWS Glue Studio を使用して、次のクライアント認証方法のいずれかを設定します。詳細については、
「AWS Glue Studio ユーザーガイド」の「コネクタ用の接続を作成する」を参照してください。
• None - 認証なし。これは、テスト目的で接続する場合に便利です。
• SASL/SCRAM-SHA-512 - この認証方法を選択すると、認証情報を指定することができます。2 つのオプ
ションがあります。
• AWS Secrets Manager を使用 (推奨) - このオプションを選択すると、ユーザー名とパスワードを
AWS Secrets Manager に保存して、必要なときに AWS Glue がアクセスできるようにできます。SSL
または SASL 認証の認証情報を格納するシークレットを指定します。詳細については、「AWS
Secrets Manager への接続認証情報の保存 (p. 67)」を参照してください。
• 有効なユーザー名とパスワードを直接指定します。
• SASL/GSSAPI (Kerberos) - このオプションを選択すると、キータブファイル、krb5.conf ファイルの場
所を選択して、Kerberos プリンシパル名と Kerberos サービス名を入力することができます。キータブ
ファイルと krb5.conf ファイルの場所は、Simple Storage Service (Amazon S3) がある場所の中にする
必要があります。MSK は SALS/GSSAPI をまだサポートしていないため、このオプションは Customer
Managed Apache Kafka クラスターでのみ使用できます。詳細については、MIT Kerberos ドキュメント:
キータブを参照してください。
• SSL クライアント認証 - このオプションを選択すると、Simple Storage Service (Amazon S3) を参照す
ることで Kafka クライアントキーストアの場所を選択できます。オプションで、Kafka クライアント
キーストアのパスワードと Kafka クライアントキーのパスワードを入力できます。
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AWS Secrets Manager への接続認証情報の保存
AWS Secrets Manager を使用してデータストアの接続認証情報を入力することをお勧めします。このよう
に Secrets Manager を使用すれば、AWS Glue は ETL ジョブのランタイムやクローラー実行の際にシーク
レットにアクセスでき、認証情報を安全に保つことができます。
前提条件
AWS Glue で Secrets Manager を使用するには、AWS Glue の IAM ロール (p. 17)にシークレット値を取
得するアクセス許可を付与する必要があります。AWS 管理ポリシー AWSGlueServiceRole には AWS
Secrets Manager へのアクセス許可は含まれません。IAM ポリシーの例については、「AWS Secrets
Manager ユーザーガイド」の「例: シークレット値を取得するアクセス許可」を参照してください。
ネットワークの設定によっては、VPC エンドポイントを作成して VPC と Secrets Manager 間のプライ
ベート接続を確立する必要がある場合もあります。詳細については、「AWS Secrets Manager VPC エン
ドポイントの使用」を参照してください。

AWS Glue のシークレットを作成するには
1.

「AWS Secrets Manager ユーザーガイド」の「Create and manage secrets」(シークレットの作
成と管理) の手順に従ってください。次の JSON の例は、AWS Glue のシークレットを作成する際
に、[Plaintext] タブで認証情報を指定する方法を示しています。
{
}

2.

"username": "EXAMPLE-USERNAME",
"password": "EXAMPLE-PASSWORD"

AWS Glue Studio インターフェイスを使用して、シークレットを接続に関連付けます。手順の詳細に
ついては、「AWS Glue Studio ユーザーガイド」の「コネクタ用の接続を作成する」を参照してくだ
さい。

AWS Glue 接続の追加
AWS Glue コンソールを使用して、接続の追加、編集、削除、およびテストを行うことができます。AWS
Glue 接続の詳細については、「AWS Glue Data Catalog での接続の定義 (p. 61)」を参照してくださ
い。

AWS Glue 接続を追加するには
1.

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

2.

ナビゲーションペインの [Data catalog] で [Connections] (接続) を選択します。

3.

[接続の追加] を選択してウィザードを完了し、「the section called “AWS Glue 接続プロパ
ティ” (p. 61)」の説明に従って接続プロパティを入力します。

AWS Glue 接続のテスト
Note
接続をテストする場合は、AWS Glue コンソールの [Connections (legacy)] (接続 (レガシー)) ペー
ジを使用する必要があります。AWSGlue Studio は現在、接続のテストをサポートしていませ
ん。
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ベストプラクティスとして、抽出、変換、ロード (ETL) ジョブで AWS Glue 接続を使用する前に、AWS
Glue コンソールを使用して接続をテストします。AWS Glue は、接続内のパラメータを使用してデータ
ストアにアクセスできることを確認し、エラーを報告します。AWS Glue 接続の詳細については、「AWS
Glue Data Catalog での接続の定義 (p. 61)」を参照してください。

AWS Glue 接続をテストするには
1.

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

2.

ナビゲーションペインの [Legacy] (レガシー) ページで、[Connections (legacy)] (接続 (レガシー)) を選
択します。

3.

目的の接続の横にあるチェックボックスをオンにし、[Test connection] を選択します。

4.

[Test connection] (テスト接続) ダイアログボックスで、ロールを選択するか [Create IAM role] (IAM
ロールの作成) を選択して AWS Identity and Access Management (IAM) コンソールに移動し、新しい
ロールを作成します。ロールには、データストアに対する権限が必要です。

5.

[Test connection] (接続のテスト) を選択します。
テストが開始されます。完了までに数分かかることがあります。テストが失敗した場合は、画面上部
のバナーで [logs] (ログ) を選択して Amazon CloudWatch Logs を表示します。
ログを表示するには、必要な IAM アクセス許可が付与されている必要があります。詳細について
は、Amazon CloudWatch Logs ユーザーガイドの「CloudWatch Logs の AWS マネージド (事前定義)
ポリシー」を参照してください。

すべての AWS コールを VPC を経由するように設定
する
特別なジョブパラメータ disable-proxy-v2 を使用すると、VPC 経由で Amazon
S3、CloudWatch、AWS Glue などのサービスに呼び出しをルーティングできます。デフォルトで
は、AWS Glue はローカルプロキシを使用して AWS Glue VPC 経由でトラフィックを送信します。これ
により、Amazon S3 からスクリプトとライブラリをダウンロードし、ログとメトリクスの公開のために
CloudWatch にリクエストを送信し、データカタログにアクセスするためのリクエストを AWS Glue に送
信します。このプロキシは、VPC が Amazon S3、CloudWatch、AWS Glue など、他の AWS のサービ
スに向かう適切なルートを設定していなくても、ジョブを正常に機能させることができます。AWS Glue
は、この動作をオフにするためのパラメータを提供しています。詳細については、「AWS Glue によっ
て使用されるJob パラメータ」を参照してください。AWS Glue は、引き続きローカルプロキシを使用し
て、AWS Glue ジョブの CloudWatch ログを公開します。

Note
• この機能は、AWS Glue バージョン 2.0 以降の AWS Glue ジョブでサポートされています。
この特徴を利用する場合、VPC が NAT または サービス VPC エンドポイントを経由して
Amazon S3 へのルートを設定していることを確認する必要があります。
• 非推奨のジョブパラメータ disable-proxy は、VPC 経由でスクリプトとライブラリをダウ
ンロードするため、Amazon S3 にのみ呼び出しをルーティングします。代わりに、新しいパラ
メータ disable-proxy-v2 を使用することをお勧めします。
使用例
AWS Glue で disable-proxy-v2 のジョブを作成します。
aws glue create-job \
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--name no-proxy-job \
--role GlueDefaultRole \
--command "Name=glueetl,ScriptLocation=s3://my-bucket/glue-script.py" \
--connections Connections="traffic-monitored-connection" \
--default-arguments '{"--disable-proxy-v2" : "true"}'

VPC の JDBC データストアに接続する
通常、これらのリソースは、パブリックインターネット経由でアクセスできないように、Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC) 内に作成します。デフォルトでは、AWS Glue は VPC 内のリソースにアク
セスできません。AWS Glue が VPC 内のリソースにアクセスできるようにするには、VPC サブネット ID
やセキュリティグループ ID など、追加の VPC 固有設定情報を指定する必要があります。AWS Glue はこ
の情報を、関数がプライベート VPC 内の他のリソースに安全に接続できる Elastic Network Interface の
セットアップに使用します。

Elastic Network Interface を使用して VPC データにアクセスする
AWS Glue が VPC 内の JDBC データストアに接続する場合、AWS Glue は VPC データにアクセスす
るために、アカウントに Elastic Network Interface (プレフィックス Glue_) を作成します。AWS Glue
にアタッチされている限り、このネットワークインターフェースを削除することはできません。Elastic
Network Interface 作成の一部として、AWS Glue はこれに 1 つ以上のセキュリティグループを関連付け
ます。AWS Glue がネットワークインターフェイスを作成できるようにするには、リソースに関連付けら
れているセキュリティグループがソースルールを使用したインバウンドアクセスを許可する必要があり
ます。このルールには、リソースに関連付けられたセキュリティグループが含まれています。これによ
り、Elastic Network Interface は同じセキュリティグループを持つデータストアにアクセスできるようにな
ります。
AWS Glue がコンポーネントと通信できるようにするには、すべての TCP ポートに対して自己参照のイン
バウンドルールを持つセキュリティグループを指定します。自己参照ルールを作成することで、ソースを
すべてのネットワークではなく VPC 内の同じセキュリティグループに制限することができます。VPC の
デフォルトのセキュリティグループには、すでに ALL Traffic の自己参照インバウンドルールがある場
合があります。
Amazon VPC コンソールでルールを作成します。AWS Management Console を介してルールの設定を更
新するには、VPC コンソール (https://console.aws.amazon.com/vpc/) に移動し、適切なセキュリティグ
ループを選択します。ALL TCP のインバウンドルールを指定して、同じセキュリティグループ名をソース
として指定します。セキュリティグループルールの詳細については、「VPC のセキュリティグループ」を
参照してください。
それぞれの Elastic Network Interface には、指定したサブネット内の IP アドレス範囲からプライベート IP
アドレスが割り当てられます。ネットワークインターフェイスにパブリック IP アドレスが割り当てられる
ことはありません。AWS Glue にはインターネットアクセスが必要です (例えば、VPC エンドポイントの
ない AWS のサービスにアクセスする場合など)。ネットワークアドレス変換 (NAT) インスタンスを VPC
内で設定するか、Amazon VPC NAT ゲートウェイを使用することができます。詳細については、Amazon
VPC ユーザーガイド の「NAT ゲートウェイ」を参照してください。ネットワークインターフェースには
パブリック IP アドレスが必要なため、VPC にアタッチされたインターネットゲートウェイをサブネット
ルートテーブルのルートとして直接使用することはできません。
VPC ネットワーク属性の enableDnsHostnames および enableDnsSupport を true に設定する必要が
あります。詳細については、「Using DNS with Your VPC」を参照してください。

Important
インターネットアクセスのないパブリックサブネットまたはプライベートサブネットにデータス
トアを配置しないでください。代わりに、NAT インスタンスまたは Amazon VPC NAT ゲート
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ウェイを介して、インターネットアクセスのあるプライベートサブネットにのみアタッチしてく
ださい。

Elastic Network Interface プロパティ
Elastic Network Interface を作成するには、次のプロパティを指定する必要があります。
VPC
データストアを含む VPC 名。
サブネット
データストアを含む VPC 内のサブネット。
セキュリティグループ
データストアに関連付けられているセキュリティグループ。AWS Glue は、VPC サブネットにアタッ
チされている Elastic Network Interface にこれらのセキュリティグループを関連付けます。AWS Glue
コンポーネントの通信を可能にし、他のネットワークからのアクセスを禁止するには、少なくとも 1
つの選択されたセキュリティグループにおいて、すべての TCP ポートの自己参照のインバウンドルー
ルを指定する必要があります。
Amazon Redshift を使用した VPC の管理については、「Amazon Virtual Private Cloud (VPC)でクラスター
を管理する」を参照してください。
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) を使用した VPC の管理については、「VPC 内の
Amazon RDS DB インスタンスの使用」を参照してください。

MongoDB 接続の使用
MongoDB の接続を作成すると、ETL ジョブで接続を使用することができます。AWS Glue Data Catalog
にテーブルを作成し、テーブルの connection 属性に MongoDB 接続を指定します。
AWS Glue では、接続 url と MongoDB 接続の認証情報が保存されます。さらに、ジョブスクリプトで次
のオプションを指定できます。
• "database": (必須) 読み込み元の MongoDB データベース。
• "collection": (必須) 読み込み元の MongoDB コレクション。
• "ssl": (オプション) true の場合、AWS Glue は SSL 接続を開始します。デフォルト値は false で
す。
• "ssl.domain_match": (オプション) true と ssl が true の場合、AWS Glueは ドメイン一致チェッ
クを実行します。デフォルト値は true です。
• "batchSize": (オプション): 内部バッチのカーソル内で使用される、バッチごとに返されるドキュメン
トの数。
• "partitioner": (オプション): MongoDB から入力データを読み取るためのパーティショナーのクラス
名。コネクタには、次のパーティショナーがあります。
• MongoDefaultPartitioner (デフォルト)
• MongoSamplePartitioner (MongoDB 3.2 以降が必要です)
• MongoShardedPartitioner
• MongoSplitVectorPartitioner
• MongoPaginateByCountPartitioner
• MongoPaginateBySizePartitioner
• "partitionerOptions" (オプション): 指定されたパーティショナーのオプション。各パーティショ
ナーでは、次のオプションがサポートされています。
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• MongoSamplePartitioner–partitionKey、partitionSizeMB、および
samplesPerPartition
• MongoShardedPartitioner–shardkey
• MongoSplitVectorPartitioner–partitionKey および partitionSizeMB
• MongoPaginateByCountPartitioner–partitionKey および numberOfPartitions
• MongoPaginateBySizePartitioner–partitionKey および partitionSizeMB
これらのパラメータの詳細については、「https://docs.mongodb.com/spark-connector/master/
configuration/#partitioner-conf」を参照してください。

VPC エンドポイントを使用して Amazon S3 データス
トアをクロールする
セキュリティ、監査、またはコントロールの目的で、Amazon Virtual Private Cloud 環境 (Amazon VPC) を
介してのみ Amazon S3 データストアまたは Amazon S3 backed データカタログテーブルにアクセスでき
るようにしたいことがあります。このトピックでは、Network 接続タイプを使用して VPC エンドポイン
トで Amazon S3 データストアまたは Amazon S3 backed データカタログテーブルへの接続を作成および
テストする方法について説明します。
データストアでクローラーを実行するには、次のタスクを実行します。
• the section called “前提条件” (p. 71)
• the section called “Amazon S3 への接続を作成する” (p. 72)
• the section called “Amazon S3 への接続をテストする” (p. 73)
• the section called “Amazon S3 データストアのクローラーを作成する” (p. 74)
• the section called “クローラーの実行” (p. 77)

前提条件
Amazon Virtual Private Cloud 環境 (Amazon VPC) を介してアクセスされるように Amazon S3 データスト
アまたは Amazon S3 backed データカタログテーブルを設定するための前提条件を満たしていることを確
認します。
• 設定済みの VPC。例: vpc-01685961063b0d84b。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの
「Amazon VPC の使用を開始する」を参照してください。
• VPC にアタッチされた Amazon S3 エンドポイント。例: vpc-01685961063b0d84b。詳細について
は、Amazon VPC ユーザーガイドの「Amazon S3 におけるエンドポイント」を参照してください。

• VPC エンドポイントを指すルートエントリ。例えば、VPC エンドポイント (vpce-0ec5da4d265227786)
で使用されるルートテーブルの vpce-0ec5da4d265227786。
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• VPC にアタッチされたネットワーク ACL により、トラフィックが可能になります。
• VPC にアタッチされたセキュリティグループにより、トラフィックが可能になります。

Amazon S3 への接続を作成する
通常、これらのリソースは、パブリックインターネット経由でアクセスできないように、Amazon Virtual
Private Cloud (Amazon VPC) 内に作成します。デフォルトでは、AWS Glue は VPC 内のリソースにアク
セスできません。AWS Glue が VPC 内のリソースにアクセスできるようにするには、VPC サブネット ID
やセキュリティグループ ID など、追加の VPC 固有設定情報を指定する必要があります。Network 接続
を作成するには、次の情報を指定することが必要です。
• VPC ID
• VPC 内のサブネット
• セキュリティグループ
Network 接続をセットアップするには
1. AWS Glue コンソールのナビゲーションペインで、[Add connection] (接続の追加) をクリックします。
2. 接続名を入力し、接続タイプとして、[Network] (ネットワーク) を選択します。[Next] を選択します。

3. VPC、サブネット、およびセキュリティグループの情報を設定します。
• VPC: データストアを含む VPC 名を選択します。
• サブネット: VPC 内のサブネットを選択します。
• セキュリティグループ: VPC 内のデータストアへのアクセスを許可する 1 つ以上のセキュリティグ
ループを選択します。
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4. [Next] を選択します。
5. 接続情報を確認し、[Finish] (完了) をクリックします。

Amazon S3 への接続をテストする
Network 接続を作成したら、VPC エンドポイントの Amazon S3 データストアへの接続をテストできま
す。
接続のテスト時に、次のエラーが発生することがあります。
• INTERNET CONNECTION ERROR (インターネット接続エラー): インターネット接続に問題があること
を示します。
• INVALID BUCKET ERROR (無効なバケットエラー): Amazon S3 バケットに問題があることを示しま
す。
• S3 CONNECTION ERROR (S3 接続エラー): Amazon S3 への接続に失敗したことを示します。
• INVALID CONNECTION TYPE (無効な接続タイプ): 接続タイプが想定される NETWORK という値でない
ことを示します。
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• INVALID CONNECTION TEST TYPE (無効な接続テストタイプ): ネットワーク接続テストのタイプに問
題があることを示します。
• INVALID TARGET (無効なターゲット): Amazon S3 バケットが正しく指定されていないことを示しま
す。
Network 接続をテストするには
1. AWS Glue コンソールで [Network] (ネットワーク) 接続を選択します。
2. [Test connection] (接続のテスト) を選択します。
3. 前のステップで作成した IAM ロールを選択し、Amazon S3 バケットを指定します。
4. テストを開始するには、[Test connection] (接続のテスト) をクリックします。結果を表示するには少し
時間がかかることがあります。

エラーが発生した場合は、次のチェックを行います。
• 選択したロールに正しい権限が与えられている。
• 正しい Amazon S3 バケットが指定されている。
• セキュリティグループとネットワーク ACL により、必要な着信トラフィックと発信トラフィックが許可
されている。
• 指定した VPC が、Amazon S3 VPC エンドポイントに接続されている。
接続のテストに成功したら、クローラーを作成できます。

Amazon S3 データストアのクローラーを作成する
これで、作成した Network 接続を指定したクローラーを作成できます。クローラーの作成についての詳
細については、「the section called “コンソールでのクローラーの使用” (p. 108)」を参照してください。
1. AWS Glue コンソールのナビゲーションペインで [Crawlers] (クローラー) を選択します。
2. [Add crawler (クローラーの追加) ] を選択します。
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3. クローラーの名前を指定して、[Next] (次へ) をクリックします。
4. データソースを要求されたら、[S3] (S3) を選択し、Amazon S3 バケットプレフィックスと前に作成し
た接続を指定します。

5. 必要に応じて、同じネットワーク接続に別のデータストアを追加します。
6. IAM ロールを選択します。IAM ロールでは、AWS Glue サービスと Amazon S3 バケットへのアクセ
スが許可されている必要があります。詳しくは、「the section called “コンソールでのクローラーの使
用” (p. 108) 」を参照してください。

7. クローラーのスケジュールを定義します。
8. Data Catalog の既存のデータベースを選択するか、新しいデータベースエントリを作成します。
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9. 残りのセットアップを完了します。

Amazon S3 backed データカタログテーブルのクローラーを作成
する
これで、作成した Network 接続とカタログソースタイプを指定するクローラーを作成できます。
クローラーの作成についての詳細については、「the section called “コンソールでのクローラーの使
用” (p. 108)」を参照してください。
1. AWS Glue コンソールのナビゲーションペインで [Crawlers] (クローラー) を選択します。
2. [Add crawler (クローラーの追加) ] を選択します。
3. クローラーの名前を指定して、[Next] (次へ) をクリックします。
4. クローラーソースタイプを要求されたら、[既存のカタログテーブル] を選択し、使用可能なテーブルの
リストからクロールする既存のカタログテーブルを指定します。

5. IAM ロールを選択します。IAM ロールでは、AWS Glue サービスと Amazon S3 バケットへのアクセ
スが許可されている必要があります。詳しくは、「the section called “コンソールでのクローラーの使
用” (p. 108) 」を参照してください。
6. クローラーのスケジュールを定義します。
7. Data Catalog の既存のデータベースを選択するか、新しいデータベースエントリを作成します。
8. 残りのセットアップを完了し、ステップを確認します。
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クローラーの実行
クローラーを実行します。

トラブルシューティング
VPC ゲートウェイを使用した Amazon S3 バケットに関するトラブルシューティングについては、「ゲー
トウェイ VPC エンドポイントを使用して S3 バケットに接続できないのはなぜですか」を参照してくださ
い。

AWS Glue での接続の問題のトラブルシューティング
AWS Glue クローラーまたはジョブが、データストアにアクセスするため接続プロパティを使用する場
合、接続しようとするとエラーが発生する場合があります。指定したVirtual Private Cloud (VPC) とサブ
ネットで Elastic Network Interface を作成する際に、AWS Glue はサブネット内のプライベート IP アドレ
スを使用しています。 接続で指定されたセキュリティグループは、各 Elastic Network Interface に適用さ
れます。セキュリティグループがアウトバウンドアクセスを許可しているかどうか、またデータベースク
ラスターへの接続を許可しているかどうかを確認します。
さらに、Apache Spark ではドライバーノードとエグゼキューターノード間の双方向接続が必要です。セ
キュリティグループのいずれかが、すべての TCP ポートの進入ルールを許可する必要があります。自己参
照のセキュリティグループでセキュリティグループのソースを自身に制限することによって、世界に向け
て開かれないようにすることができます。
接続の問題をトラブルシューティングするために行える一般的なアクションをいくつか示します。
• 接続のポートアドレスを確認します。
• 接続もしくはシークレットの、ユーザー名とパスワードの文字列を確認します。
• JDBC データストアの場合、着信接続を許可していることを検証します。
• データストアが VPC 内でアクセスできることを検証します。
• AWS Secrets Manager を使用して接続の認証情報を保存する場合、AWS Glue のための IAM ロール
には、対象のシークレットにアクセスするための許可が必要です。詳細については、「AWS Secrets

77

AWS Glue デベロッパーガイド
コンソールでのデータカタログ設定の使用

Manager ユーザーガイド」の「例: シークレット値を取得するアクセス許可」を参照してください。
ネットワークの設定によっては、VPC エンドポイントを作成して VPC と Secrets Manager 間のプライ
ベート接続を確立する必要がある場合もあります。詳細については、「AWS Secrets Manager VPC エ
ンドポイントの使用」を参照してください。

AWS Glue コンソールでデータカタログ設定を使用
する
Data Catalog [settings] (設定) ページには、アカウント内の Data Catalog のプロパティを設定するオプ
ションが含まれています。

Data Catalog のきめ細かなアクセスコントロールを変更するには
1.

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

2.

[Settings] (設定) をクリックして、[Permissions] (アクセス権限) エディタで、アカウントの Data
Catalog のきめ細かなアクセスコントロールを変更するポリシーステートメントを追加します。一度
に Data Catalog にアタッチできるポリシーは 1 つだけです。
[Save] (保存) をクリックして、行った変更を含めて Data Catalog を更新します。

3.

また、AWS Glue API オペレーションを使用して、リソースポリシーを格納、取得、削除できます。詳細
については、AWS Glue のセキュリティ API (p. 757) を参照してください。
[設定] ページには、以下のオプションが表示されます。
メタデータの暗号化
Data Catalog のメタデータを暗号化するには、このチェックボックスをオンにします。メタデータ
は、指定した AWS Key Management Service (AWS KMS) キーを使用して、保存時に暗号化されま
す。

Important
AWS Glue は、対称カスタマーマスターキー (CMK) のみをサポートしています。[AWS KMS
key] (KMS キー) リストには、対称キーのみが表示されます。ただし、[Choose a AWS KMS
key ARN] (KMS キー ARN を選択します) を選択した場合、任意のキータイプの ARN をコン
ソールで入力します。対称キーには ARN だけを入力するようにしてください。
接続パスワードの暗号化
接続を作成または更新する際、AWS Glue 接続オブジェクトのパスワードを暗号化するには、この
チェックボックスをオンにします。パスワードは、指定した AWS KMS キーを使用して暗号化され
ます。パスワードが返ったら、暗号化されます。このオプションは、Data Catalog のすべての AWS
Glue 接続のグローバル設定です。このチェックボックスをオフにしても、以前暗号化したパスワード
は、作成または更新する際に使用したキーを使用して暗号化された状態に維持されます。AWS Glue
接続の詳細については、「AWS Glue Data Catalog での接続の定義 (p. 61)」を参照してください。
このオプションを有効にする場合は、AWS KMS キーを選択するか、[キーの ARN を入力] を選択
して、キーの Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。arn:aws:kms:region:accountid:key/key-id の形式で ARN を入力します。arn:aws:kms:region:accountid:alias/alias-name など、キーのエイリアスで ARN を指定することもできます。

Important
このオプションが選択されている場合は、接続を作成または更新するユーザーまたはロール
に、指定された KMS キーの kms:Encrypt アクセス許可が必要です。
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許可
リソースポリシーを追加して、Data Catalog のきめ細かなアクセスコントロールを定義しま
す。JSON リソースポリシーをこのコンソールに貼り付けることができます。詳細については、リ
ソースポリシー (p. 1066) を参照してください。

AWS Glue ETL ジョブからの Data Catalog での
テーブルの作成、スキーマの更新、および新規パー
ティションの追加
抽出、変換、ロード (ETL) ジョブによって、ターゲットデータストアに新しいテーブルパーティションが
作成される場合があります。データセットスキーマは、時間の経過とともに AWS Glue Data Catalog ス
キーマから進化し、拡散する可能性があります。AWS GlueETL ジョブには、ETL スクリプト内で使用で
きるいくつかの機能が用意され、Data Catalog でスキーマおよびパーティションを更新できるようになり
ました。これらの機能を使用すると、クローラを再実行することなく、Data Catalog での ETL 作業の結果
を確認できます。

新しいパーティション
AWS Glue Data Catalog で新しいパーティションを表示するには、次のいずれかを実行します。
• ジョブが終了したら、クローラを再実行し、クローラの完了時にコンソールで新しいパーティションを
表示します。
• ジョブが終了すると、クローラを再実行することなく、コンソールで新しいパーティションがすぐに表
示されます。この機能は、次の例に示すように、ETL スクリプトに数行のコードを追加して有効にする
ことができます。このコードは enableUpdateCatalog 引数を使用して、新しいパーティションの作
成時のジョブ実行中に Data Catalog を更新する必要があることを示します。
方式 1
オプション引数に enableUpdateCatalog と partitionKeys を渡します。
Python
additionalOptions = {"enableUpdateCatalog": True}
additionalOptions["partitionKeys"] = ["region", "year", "month", "day"]
sink = glueContext.write_dynamic_frame_from_catalog(frame=last_transform,
database=<target_db_name>,
table_name=<target_table_name>,
transformation_ctx="write_sink",
additional_options=additionalOptions)

Scala
val options = JsonOptions(Map(
"path" -> <S3_output_path>,
"partitionKeys" -> Seq("region", "year", "month", "day"),
"enableUpdateCatalog" -> true))
val sink = glueContext.getCatalogSink(
database = <target_db_name>,
tableName = <target_table_name>,
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方式 2
enableUpdateCatalog に partitionKeys と getSink() を渡して、DataSink オブジェクトで
setCatalogInfo() を呼び出します。
Python
sink = glueContext.getSink(
connection_type="s3",
path="<S3_output_path>",
enableUpdateCatalog=True,
partitionKeys=["region", "year", "month", "day"])
sink.setFormat("json")
sink.setCatalogInfo(catalogDatabase=<target_db_name>,
catalogTableName=<target_table_name>)
sink.writeFrame(last_transform)

Scala
val options = JsonOptions(
Map("path" -> <S3_output_path>,
"partitionKeys" -> Seq("region", "year", "month", "day"),
"enableUpdateCatalog" -> true))
val sink = glueContext.getSink("s3", options).withFormat("json")
sink.setCatalogInfo(<target_db_name>, <target_table_name>)
sink.writeDynamicFrame(df)

クローラを再実行することなく、AWS Glue ETLジョブ自体を使用して、Data Catalog での新しいカタロ
グテーブルの作成、変更されたスキーマによる既存のテーブルの更新、および新しいテーブルパーティ
ションの追加が可能になりました。

テーブルスキーマの更新
Data Catalog テーブルのスキーマを上書きする場合は、次のいずれかを実行します。
• ジョブが終了したら、クローラを再実行し、テーブル定義も更新するようにクローラが設定されている
ことを確認します。クローラが終了したら、新しいパーティションをスキーマの更新とともにコンソー
ルに表示します。詳細については、「API を使用したクローラの設定」を参照してください。
• ジョブが終了すると、クローラを再実行することなく、コンソールで変更済みスキーマがすぐに表示
されます。この機能は、次の例に示すように、ETL スクリプトに数行のコードを追加して有効にす
ることができます。このコードでは enableUpdateCatalog を true に設定し、updateBehavior
を UPDATE_IN_DATABASE に設定しています。これは、ジョブ実行中にスキーマを上書きし、Data
Catalog に新しいパーティションを追加することを示します。
Python
additionalOptions = {
"enableUpdateCatalog": True,
"updateBehavior": "UPDATE_IN_DATABASE"}
additionalOptions["partitionKeys"] = ["partition_key0", "partition_key1"]
sink = glueContext.write_dynamic_frame_from_catalog(frame=last_transform,
database=<dst_db_name>,
table_name=<dst_tbl_name>, transformation_ctx="write_sink",
additional_options=additionalOptions)
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Scala
val options = JsonOptions(Map(
"path" -> outputPath,
"partitionKeys" -> Seq("partition_0", "partition_1"),
"enableUpdateCatalog" -> true))
val sink = glueContext.getCatalogSink(database = nameSpace, tableName = tableName,
additionalOptions = options)
sink.writeDynamicFrame(df)

テーブルスキーマが上書きされないようにして、新しいパーティションを追加する場合
は、updateBehavior 値を LOG に設定することもできます。updateBehavior のデフォルト値は
UPDATE_IN_DATABASE です。そのため、明示的に定義しない場合、テーブルスキーマは上書きされま
す。
enableUpdateCatalog が true に設定されていない場合、updateBehavior で選択したオプションに
関係なく、ETL ジョブは Data Catalog 内のテーブルを更新しません。

新しいテーブルの作成
同じオプションを使用して、Data Catalog で新しいテーブルを作成することもできま
す。setCatalogInfo を使用して、データベースと新しいテーブル名を指定できます。
Python
sink = glueContext.getSink(connection_type="s3", path="s3://path/to/data",
enableUpdateCatalog=True, updateBehavior="UPDATE_IN_DATABASE",
partitionKeys=["partition_key0", "partition_key1"])
sink.setFormat("<format>")
sink.setCatalogInfo(catalogDatabase=<dst_db_name>, catalogTableName=<dst_tbl_name>)
sink.writeFrame(last_transform)

Scala
val options = JsonOptions(Map(
"path" -> outputPath,
"partitionKeys" -> Seq("<partition_1>", "<partition_2>"),
"enableUpdateCatalog" -> true,
"updateBehavior" -> "UPDATE_IN_DATABASE"))
val sink = glueContext.getSink(connectionType = "s3", connectionOptions =
options).withFormat("<format>")
sink.setCatalogInfo(catalogDatabase = “<dst_db_name>”, catalogTableName =
“<dst_tbl_name>”)
sink.writeDynamicFrame(df)

制限事項
次の制限事項に注意してください。
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) のターゲットのみがサポートされています。
• json、csv、avro、および parquet の形式のみがサポートされます。
• parquet 分類でテーブルを作成または更新するには、AWS Glue に最適化された DynamicFrames 用
parquet ライターを使用する必要があります。これは、次の方法で実現できます。
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• write_dynamic_frame_from_catalog() を呼び出し、更新しているテーブルの
useGlueParquetWriter テーブルプロパティを true に設定する。
• スクリプトで「connection_type="s3"」として getSink() を呼び出し、形式を parquet に設定し
て、format_options で useGlueParquetWriter プロパティを true として渡す。これは特に新し
い parquet テーブルを作成するのに便利です。
glueparquet フォーマットの値は、AWS Glue parquet ライターを有効にする従来のメソッドです。
• updateBehavior を LOG に設定した場合、DynamicFrame スキーマが Data Catalog テーブルのス
キーマに定義されている列のサブセットと同等であるか、またはそのサブセットを含んでいる場合にの
み、新しいパーティションが追加されます。
• スキーマの更新は、パーティション化されていないテーブル (「partitionKeys」オプションを使用してい
ない) ではサポートされていません。
• partitionKeys は、ETL スクリプトで渡されるパラメータと Data Catalog テーブルスキーマの
partitionKeys で同等で、同じ順序でなければなりません。
• この機能は、現在、更新スキーマがネストされているテーブルの更新/作成をサポートしていません (例
えば、構造体の内部の配列)。
詳細については、ETL プログラミングガイド (p. 493) を参照してください。

ETL ジョブでの MongoDB 接続の操作
MongoDB の接続を作成し、その接続を AWS Glue ジョブで使用します。接続の
url、username、および password は MongoDB 接続に保存されます。ETL ジョブスクリプトで
glueContext.getCatalogSource という additionalOptions パラメータを使用して、その他のオ
プションを指定できます。その他のオプションには次のようなものがあります。
• database: (必須) 読み込み元の MongoDB データベース。
• collection: (必須) 読み込み元の MongoDB コレクション。
ETL ジョブスクリプト内に database および collection 情報を書き込むと、複数のジョブに同じ接続
を使用できます。
1.

AWS Glue Data Catalog 接続を MongoDB データソース用に作成します。接続パラメータの説明につ
いては、「"connectionType": "mongodb"」を参照してください。接続は、コンソール、API、または
CLI を使用して作成できます。

2.

AWS Glue Data Catalog でデータベースを作成して MongoDB データのテーブル定義を格納します。
詳細については、「AWS Glue データベース (p. 51)」を参照してください。

3.

MongoDB に接続するための接続内の情報を使用して、MongoDB 内のデータをクロールするクロー
ラを作成します。クローラによって、ジョブで使用する MongoDB データベース内のテーブルを記述
するテーブルが AWS Glue Data Catalog に作成されます。詳細については、「AWS Glue でのクロー
ラーの定義 (p. 83)」を参照してください。

4.

カスタムスクリプトを使用してジョブを作成します。ジョブは、コンソール、API、または CLI を使
用して作成できます。詳細については、「AWS Glue でジョブを追加する」を参照してください。

5.

ジョブ用のデータターゲットを選択します。データターゲットを表すテーブルは、Data Catalog で
定義することも、ジョブを実行するときに作成することもできます。ジョブを作成するときに、ター
ゲットの場所を選択します。ターゲットに接続が必要な場合、接続もジョブ内で参照されます。ジョ
ブに複数のデータターゲットが必要な場合、後でスクリプトを編集して追加できます。

6.

ジョブと生成されたスクリプトの引数を指定することで、ジョブ処理環境をカスタマイズします。
Data Catalog で定義されたテーブル構造に基づいて、MongoDB データベースから DynamicFrame を
作成する例を次に示します。このコードは additionalOptions を使用して、追加のデータソース
の情報を指定しています。
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Scala
val resultFrame: DynamicFrame = glueContext.getCatalogSource(
database = catalogDB,
tableName = catalogTable,
additionalOptions = JsonOptions(Map("database" -> DATABASE_NAME,
"collection" -> COLLECTION_NAME))
).getDynamicFrame()

Python
glue_context.create_dynamic_frame_from_catalog(
database = catalogDB,
table_name = catalogTable,
additional_options = {"database":"database_name",
"collection":"collection_name"})

7.

オンデマンドで、またはトリガーを使用してジョブを実行します。

AWS Glue でのクローラーの定義
クローラーを使用して、AWS Glue Data Catalog にテーブルを入力することができます。これは、AWS
Glue ユーザーが最もよく使用する基本的な方法です。クローラーは 1 回の実行で複数のデータストアをク
ロールできます。完了すると、クローラーはデータカタログで 1 つ以上のテーブルを作成または更新しま
す。AWS Glue で定義した抽出、変換、ロード (ETL) ジョブは、これらの Data Catalog テーブルをソース
およびターゲットとして使用します。ETL ジョブは、ソースおよびターゲットの Data Catalog テーブルで
指定されているデータストアに対して読み取りと書き込みを行います。
AWS Glue コンソールを使用してクローラーを追加する方法の詳細については、「AWS Glue コンソール
でのクローラーの使用 (p. 108)」を参照してください。
トピック
• クロール可能なデータストア (p. 83)
• クローラーの仕組み (p. 85)
• クローラーの前提条件 (p. 88)
• クローラーのプロパティ (p. 89)
• クローラー設定オプションの設定 (p. 96)
• AWS Glue クローラのスケジュール (p. 107)
• AWS Glue コンソールでのクローラーの使用 (p. 108)
• Amazon S3 イベント通知を使用した加速クロール (p. 109)
• Amazon S3 イベントクローラで暗号化を使用します。 (p. 119)
• クローラーによって設定された Data Catalog テーブルのパラメータ (p. 123)

クロール可能なデータストア
クローラーは、次に示すファイルベースおよびテーブルベースのデータストアをクロールできます。
クローラーが使用するアクセス
タイプ

データストア

ネイティブクライアント

• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
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クローラーが使用するアクセス
タイプ

データストア
• Amazon DynamoDB
• Delta Lake

JDBC

Amazon Redshift
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) 内、または
Amazon RDS の外部:
• Amazon Aurora
• MariaDB
• Microsoft SQL Server
• MySQL
• Oracle
• PostgreSQL

MongoDB クライアント

• MongoDB
• Amazon DocumentDB (MongoDB 互換性)

Note
現在、AWS Glue ではデータストリームのクローラーがサポートされていません。
JDBC、MongoDB、および Amazon DocumentDB (MongoDB 互換性) データストアでは、クローラーが
データストアに接続するために使用できる AWS Glue 接続 を指定する必要があります。Amazon S3 の場
合、オプションで Network タイプの接続を指定できます。接続とは、認証情報、URL、Amazon Virtual
Private Cloud 情報などの接続情報を保存する Data Catalog オブジェクトです。詳細については、「AWS
Glue Data Catalog での接続の定義 (p. 61)」を参照してください。
次に、さまざまなデータストアに関する注意事項を示します。
Amazon S3
自分のアカウントのパスをクロールするか、または別のアカウントのパスをクロールするかを選択
できます。フォルダにあるすべての Amazon S3 ファイルが同じスキーマを持つ場合、クローラーは
テーブルを 1 つ作成します。また、Amazon S3 オブジェクトが分割されている場合、メタデータテー
ブルは 1 つしか作成されず、そのテーブルのパーティション情報が Data Catalog に追加されます。
Amazon S3 と Amazon DynamoDB
クローラーは、AWS Identity and Access Management (IAM) ロールをアクセス許可のために使用し
て、データストアにアクセスします。クローラーに渡すロールは、クロールされる Amazon S3 パス
と Amazon DynamoDB テーブルにアクセスするためのアクセス許可を持っている必要があります。
Amazon DynamoDB
AWS Glue コンソールを使用してクローラーを定義するとき、1 つのDynamoDB テーブルを指定しま
す。AWS Glue API を使用している場合、テーブルのリストを指定できます。クローラーの実行時間
を短縮するために、データの小さなサンプルのみをクロールするように選択できます。
Delta Lake
各 Delta Lake データストアに対して、クローラーはデルタテーブルのトランザクションログをスキャ
ンしてメタデータを検出します。選択した設定パラメータに基づき、パーティションキーで分割され
たマニフェストファイルを _symlink_manifest フォルダに追加します。
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MongoDB と Amazon DocumentDB (MongoDB 互換)
MongoDB バージョン 3.2 以降がサポートされています。クローラーの実行時間を短縮するために、
データの小さなサンプルのみをクロールするように選択できます。
リレーショナルデータベース
データベースのユーザー名とパスワードを使用して認証します。データベースエンジンのタイプに応
じて、どのオブジェクト (データベース、スキーマ、テーブルなど) をクロールするかを選択できま
す。

クローラーの仕組み
クローラーを実行すると、クローラーは以下のアクションを使用してデータストアを調査します。
• 生データの形式、スキーマ、および関連プロパティを確認するためにデータを分類する – カスタム分類
子を作成して分類の結果を設定できます。
• データをテーブルまたはパーティションにグループ化する – データはクローラーのヒューリスティック
に基づいてグループ化されます。
• メタデータをデータカタログに書き込む – クローラーでテーブルやパーティションを追加、更新、削除
する方法を設定できます。
クローラーを定義する場合、データの形式を評価してスキーマを推測する分類子を 1 つ以上選択し
ます。クローラーを実行すると、リストで最初にデータストアの認識に成功した分類子を使用して
テーブルのスキーマが作成されます。組み込み分類子を使用するか、独自に定義することができま
す。カスタム分類子は、クローラーを定義する前に別のオペレーションで定義します。AWS Glue に
は、JSON、CSV、Apache Avro などの形式の共通ファイルからスキーマを推論するための組み込み分類
子が用意されています。AWS Glue の組み込み分類子の最新のリストについては、「AWS Glue の組み込
み分類子 (p. 124)」を参照してください。
クローラーで作成するメタデータテーブルは、クローラーの定義時にデータベースに含まれます。クロー
ラーがデータベースを指定しない場合、テーブルはデフォルトのデータベースに配置されます。さらに、
各テーブルには、最初にデータストアの認識に成功した分類子により入力された分類子の列があります。
クロールするファイルが圧縮されている場合、クローラーはダウンロードして処理する必要があります。
クローラーを実行すると、ファイルを調査して形式と圧縮タイプを判定し、これらのプロパティをデー
タカタログに書き込みます。一部のファイル形式 (Apache Parquet など) では、ファイルの書き込み時に
ファイルのパートを圧縮できます。これらのファイルでは、圧縮されたデータはファイルの内部コンポー
ネントであり、AWS Glue はテーブルを Data Catalog 内に書き込むときに compressionType プロパ
ティを事前設定しません。一方、ファイル全体を圧縮アルゴリズム (gzip など) で圧縮する場合は、テーブ
ルを Data Catalog 内に書き込むときに compressionType プロパティが事前設定されます。
クローラーは、作成するテーブルの名前を生成します。AWS Glue Data Catalog に保存されるテーブルの
名前は、以下のルールに従います。
• 英数字とアンダースコア (_) のみを使用できます。
• カスタムプレフィックスは 64 文字より長くすることはできません。
• 名前の最大長は 128 文字より長くすることはできません。クローラーは、生成した名前が制限内に収ま
るように切り詰めます。
• 重複するテーブル名が発生した場合、クローラーは名前にハッシュ文字列のサフィックスを追加しま
す。
クローラーが複数回実行される場合 (おそらくスケジュールに基づいて)、データストア内の新規または変
更されたファイルやテーブルが検索されます。クローラーの出力には、前回の実行以降に検索された、新
しいテーブルとパーティションが含まれています。
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トピック
• クローラーは、どのようにパーティションを作成するタイミングを判断していますか? (p. 86)
• AWS Glue での増分クロール (p. 87)

クローラーは、どのようにパーティションを作成するタイミング
を判断していますか?
AWS Glue クローラーは、Amazon S3 をスキャンしてバケット内に複数のフォルダを検出すると、フォ
ルダ構造のテーブルのルート、およびどのフォルダがテーブルのパーティションであるかを確認します。
テーブルの名前は Amazon S3 プレフィックスまたはフォルダ名に基づいています。クロールするフォル
ダレベルを指すインクルードパスはユーザーが指定します。フォルダレベルの大半のスキーマが類似して
いる場合、クローラーはテーブルを別個に作成せずに、テーブルのパーティションを作成します。クロー
ラーで別個のテーブルを作成するには、クローラーを定義するときに各テーブルのルートフォルダを別個
のデータストアとして追加します。
例えば、次の Amazon S3 フォルダ構造を考えてみます。

4 つの最下位レベルのフォルダへのパスは次のとおりです。
S3://sales/year=2019/month=Jan/day=1
S3://sales/year=2019/month=Jan/day=2
S3://sales/year=2019/month=Feb/day=1
S3://sales/year=2019/month=Feb/day=2

クローラーターゲットが Sales に設定されており、day=n フォルダ内のすべてのファイルが同じ形式
(暗号化されていない JSON など) で、同じか非常によく似たスキーマを持っているとします。クローラー
は、パーティションキー year、month、および day で、4 つのパーティションを持つ単一のテーブルを
作成します。
次の例では、次の Amazon S3 構造を想定します。

s3://bucket01/folder1/table1/partition1/file.txt
s3://bucket01/folder1/table1/partition2/file.txt
s3://bucket01/folder1/table1/partition3/file.txt
s3://bucket01/folder1/table2/partition4/file.txt
s3://bucket01/folder1/table2/partition5/file.txt
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table1 と table2 のファイルのスキーマが類似しており、クローラーにインクルードパス s3://
bucket01/folder1/ で定義されているデータストアが 1 つの場合、クローラーは 2 つのパーティショ
ンキー列を持つ 1 つのテーブルを作成します。最初のパーティションキー列には table1 および table2
が含まれ、2 番目のパーティションキー列には、table1 パーティションに対して partition1 から
partition3 まで、および table2 パーティションに対して partition4 と partition5 が含まれま
す。2 つの個別のテーブルを作成するには、2 つのデータストアを持つクローラーを定義します。この例
では、最初のインクルードパスを s3://bucket01/folder1/table1/ として定義し、2 番目を s3://
bucket01/folder1/table2 として定義します。

Note
Amazon Athena の場合、各テーブルは Amazon S3 プレフィックス (すべてのオブジェクトを
含む) に対応します。オブジェクト別にスキーマが異なる場合、Athena では同じプレフィック
ス内の異なるオブジェクトを別個のテーブルとして認識しません。これは、クローラーで同じ
Amazon S3 プレフィックスから複数のテーブルを作成する場合に発生することがあります。その
ため、Athena のクエリで結果が何も返されない場合があります。Athena でテーブルを適切に認
識してクエリを実行するには、Amazon S3 フォルダ構造内の異なるテーブルスキーマごとに別個
のインクルードパスを持つクローラーを作成します。詳細については、「Athena で AWS Glue を
使用するときのベストプラクティス」およびこの AWS ナレッジセンターの記事を参照してくだ
さい。

AWS Glue での増分クロール
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) データソースに対して、増分クロールでは、前回のクロー
ラー実行以降に追加されたフォルダのみをクロールします。このオプションを使用しない場合、クロー
ラーはデータセット全体をクロールします。増分クロールにより、時間とコストが大幅に節約できます。
増分クロールを実行するには、AWS Glue コンソール で [Crawl new folders only] (新しいフォルダのみを
クロールする) オプションを設定するか、API で CreateCrawler リクエストの RecrawlPolicy プロパ
ティを設定します。
増分クロールは、安定したテーブルスキーマを持つ増分データセットに最適です。典型的なユースケース
は、スケジュールされたクローラーで、クロールごとに新しいパーティションが追加されます。新しい
テーブルは追加されないので注意してください。the section called “クローラーは、どのようにパーティ
ションを作成するタイミングを判断していますか?” (p. 86) の例を続けます。次の図は、3 月のファイル
が追加されていることを示しています。

[Crawl new folders only] (新しいフォルダのみをクロールする) オプションを設定した場合、新しいフォル
ダ month=Mar のみがクロールされます。
増分クロールの注意と制限
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増分クロールに関する次の追加情報に留意してください。
• 増分クロールのベストプラクティスは、最初にターゲットデータセットで完全なクロールを実行し、ク
ローラーが初期スキーマとパーティション構造を記録できるようにすることです。
• このオプションをオンにすると、クローラーの編集時に Amazon S3 ターゲットデータストアを変更で
きなくなります。
• このオプションは、ある特定のクローラー設定に影響します。オンにすると、クローラーの更新動作と
削除動作が LOG になります。これにより、以下のように処理されます。
• 増分クロールが、データカタログに記録されたスキーマと異なるスキーマを持つオブジェクトを検出
し、クローラーが新しいパーティションを作成できないほど異なる場合、クローラーはそのオブジェ
クトを無視し、CloudWatch Logs にイベントを記録します。
• 増分クロールで削除されたオブジェクトが検出された場合、そのオブジェクトは無視され、Data
Catalog は更新されません。
詳細については、 を参照してください。the section called “クローラー設定オプションの設定” (p. 96)
• 追加された複数の新しいパーティションまたはフォルダが増分クロールで検出された場合、クローラー
で正常に追加できるようにするには、それらの大半がデータカタログに記録されたスキーマと一致する
必要があります。そうでない場合、スキーマの種類が多すぎるため、クローラーがパーティションの追
加に失敗することがあります。

クローラーの前提条件
クローラーは、定義する時に指定する AWS Identity and Access Management (IAM) ロール のアクセス許
可を取得します。この IAM ロールには、データストアからデータを抽出して Data Catalog に書き込むた
めのアクセス許可が必要です。AWS Glue コンソールには、AWS Glue プリンシパルサービスの信頼ポリ
シーがアタッチされた IAM ロールだけがリスト表示されています。コンソールから、クローラーがアク
セスするAmazon S3 データストアにアクセスするための IAM ポリシーを持つ IAM ロールを作成できま
す。AWS Glue のロールの指定の詳細については、「アクセスコントロール用のアイデンティティベース
のポリシー (IAM ポリシー) (p. 1058)」を参照してください。

Note
Delta Lake データストアをクロールする場合、Amazon S3 の場所に対する読み取り/書き込み権
限が必要です。
クローラーには、ロールを作成して次のポリシーをアタッチできるようになりました。
• AWSGlueServiceRole AWS 管理ポリシー。Data Catalog に必要なアクセス許可を付与します。
• データソースに対するアクセス許可を付与するインラインポリシー。
AWS Glue コンソールクローラーウィザードにロールを作成させるのが、より迅速なアプローチです。
これによって作成されるロールは、クローラー専用であり、AWSGlueServiceRole AWS 管理ポリシー
と、指定したデータソースに必要なインラインポリシーを含んでいます。
クローラーに既存のロールを指定する場合は、そのロールに AWSGlueServiceRole ポリシーまたは同等
のポリシー (またはこのポリシーのスコープダウンバージョン) と、必要なインラインポリシーが含まれて
ることを確認します。例えば、Amazon S3 データストアの場合、インラインポリシーは少なくとも次のよ
うになります。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
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}

]

}

"s3:PutObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::bucket/object*"
]

Amazon DynamoDB データストアの場合、ポリシーは、少なくとも次のようになります。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:DescribeTable",
"dynamodb:Scan"
],
"Resource": [
"arn:aws:dynamodb:region:account-id:table/table-name*"
]
}
]

また、クローラーが AWS Key Management Service (AWS KMS) 暗号化 Amazon S3 データを読み取る場
合、IAM ロールには AWS KMS キーの復号化のアクセス許可が必要です。詳細については、 を参照してく
ださい。ステップ 2: AWS Glue 用の IAM ロールを作成する (p. 17)

クローラーのプロパティ
AWS Glue コンソールまたは AWS Glue API を使用してクローラーを定義するときは、以下の情報を指定
します。
クローラー名とオプションの記述子および設定
設定には、タグ、セキュリティ設定、およびカスタム分類子が含まれます。クローラーを定義する前
にカスタム分類子を定義します。詳細については、次を参照してください。
• AWSAWS Glue のタグ (p. 405)
• AWS Glue でのクローラーへの分類子の追加 (p. 124)
クローラーソースのタイプ
クローラーは、クロールのソースとして直接データストアにアクセスでき、また既存のデータカタロ
グのテーブルをソースとして使用することもできます。クローラーが既存のカタログテーブルを使用
する場合、それらのカタログのテーブルで指定されたデータストアをクロールします。詳細について
は、 を参照してください。クローラーソースのタイプ (p. 92)
S3 データソース用の新しいフォルダのみをクロールする
オンにすると、最後のクローラー実行以降に追加された Amazon S3 フォルダのみがクロールされま
す。詳細については、 を参照してください。the section called “増分クロール” (p. 87)
クローラーソース: データストアまたはカタログテーブル
次の中から選択します。
• 1 つ以上のデータストア
クローラーは、さまざまなタイプ (Amazon S3、JDBC など) の複数のデータストアをクロールでき
ます。
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• Data Catalog テーブルのリスト
カタログテーブルは、クロールするデータストアを指定します。クローラーは 1 回の実行でのカタ
ログテーブルのみをクロールできます。他のソースタイプを混在させることはできません。
一度に設定できるデータストアは 1 つだけです。接続情報とインクルードパスと除外パターンを指定
すると、別のデータストアを追加することもできます。
詳細については、 を参照してください。クローラーソースのタイプ (p. 92)
追加のクローラーソースパラメータ
各ソースのタイプには、異なる追加パラメータのセットが必要です。次のリストはその一部です。
Connection
AWS Glue 接続を選択または追加します。接続の詳細については、「AWS Glue Data Catalog で
の接続の定義 (p. 61)」を参照してください
データサンプリングを有効にする (Amazon DynamoDB、MongoDB、および Amazon DocumentDB
データストアのみ)
データサンプルのみをクロールするかどうかを選択します。選択しない場合は、テーブル全体が
クロールされます。テーブルが高スループットテーブルではない場合、すべてのレコードのス
キャンには時間がかかることがあります。
書き込みマニフェストを有効にする (Delta Lake データストアのみ)
Delta Lake のトランザクションログでテーブルメタデータまたはスキーマの変更を検出するかど
うかを選択します。マニフェストファイルを再生成します。Delta Lake SET TBLPROPERTIES で
自動マニフェスト更新を構成している場合は、このオプションを選択しないでください。
スキャンレート (DynamoDB データストアのみ)
AWS Glue クローラーで使用する設定済み読み取りキャパシティーユニットの割合を指定しま
す。読み取りキャパシティーユニットは、DynamoDB で定義されている用語で、テーブルに対
して実行できる読み取り回数/秒のレート制限として機能する数値です。0.1～1.5 の値を入力しま
す。指定しない場合、プロビジョニングされたテーブルの場合は 0.5%、オンデマンドテーブルの
場合は最大の設定済みキャパシティーの 1/4 にデフォルト設定されます。AWS Glue クローラー
は、プロビジョニング容量モードでのみ使用できることにご注意ください。

Note
DynamoDB データストアの場合、テーブルの読み取りと書き込みを処理するプロビジョ
ニング容量モードを設定します。AWS Glue クローラーは、オンデマンド容量モードで
は使用しないでください。
サンプルサイズ (オプション) (Amazon S3 データストアのみ)
データセット内のサンプルファイルをクロールするときにクロールされる各リーフフォルダ内の
ファイル数を指定します。この機能をオンにすると、このデータセット内のすべてのファイルを
クロールする代わりに、クローラーはクロールする各リーフフォルダ内の一部のファイルをラン
ダムに選択します。
サンプリングするクローラーは、データ形式について事前に知識があり、フォルダ内のスキーマ
が変更されないことを知っているお客様に最適です。この機能をオンにすると、クローラーの実
行時間が大幅に短縮されます。
有効な値は、1 から 249 までの整数です。指定しない場合、すべてのファイルがクロールされま
す。
インクルードパス
Amazon S3 データストアの場合
自分のアカウントのパスを指定するか、別のアカウントのパスを指定するかを選択
し、Amazon S3 パスを参照して選択します。
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Delta Lake データストアの場合
Delta テーブルへの Amazon S3 パスを s3://bucket/prefix/object として 1 つ以上指定し
ます。
JDBC データストアの場合
データベース製品に応じて、<database>/<schema>/<table> または
<database>/<table> を入力します。Oracle Database と MySQL は、パス内のスキー
マをサポートしません。<schema> または <table> は、パーセント (%) 文字に置き換え
ることができます。たとえば、システム識別子 (SID) が orcl の Oracle データベースの場
合、orcl/% を入力して、接続で指定されたユーザーがアクセスできるすべてのテーブルを
インポートします。

Important
このフィールドでは、大文字と小文字が区別されます。
MongoDB データストアまたは Amazon DocumentDB データストアの場合
database/collection と入力します。
詳細については、 を参照してください。包含パターンと除外パターン (p. 93)
除外パターン
この機能を利用すると、特定のファイルまたはテーブルをクロールから除外できます。詳細につ
いては、 を参照してください。包含パターンと除外パターン (p. 93)
[IAM role] (IAM ロール)
クローラーはこのロールを取得します。これは、AWS 管理ポリシー AWSGlueServiceRole と同様
のアクセス許可を持っている必要があります。Amazon S3 および DynamoDB ソースの場合、データ
ストアへのアクセス許可も必要です。クローラーが AWS Key Management Service (AWS KMS) で暗
号化された Amazon S3 データを読み取る場合は、ロールには AWS KMS キーでの復号化のアクセス
許可が必要です。
Amazon S3 データストアの場合、ロールにアタッチされた追加のアクセス許可は次のようになりま
す。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::bucket/object*"
]
}
]

Amazon DynamoDB データストアの場合、ロールにアタッチされた追加のアクセス許可は次のように
なります。
{

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

]

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"dynamodb:DescribeTable",
"dynamodb:Scan"
],
"Resource": [
"arn:aws:dynamodb:region:account-id:table/table-name*"
]

詳細については、「ステップ 2: AWS Glue 用の IAM ロールを作成する (p. 17)」および「AWS Glue
リソースのアクセス許可の管理 (p. 1054)」を参照してください。
クローラースケジュール
クローラーは、オンデマンドで実行することができ、クローラーの自動実行のスケジュールを定義
することもできます。詳細については、 を参照してください。AWS Glue クローラのスケジュー
ル (p. 107)
作成されたカタログテーブルの Data Catalog 内にあるターゲットデータベース
詳細については、 を参照してください。AWS Glue データベース (p. 51)
出力の設定オプション
オプションには、検出されたスキーマの変更、データストア内の削除されたオブジェクトをクロー
ラーが処理する方法があります。詳細については、 を参照してください。クローラー設定オプション
の設定 (p. 96)
再クロールポリシー
最初のクロールの完了後に Amazon S3 データソースをクロールする場合、データセット全体を再度
クロールするか、最後のクローラー実行以降に追加されたフォルダのみをクロールするかを選択しま
す。詳細については、 を参照してください。the section called “増分クロール” (p. 87)

クローラーソースのタイプ
クローラーは、クロールのソースとして直接データストアにアクセスでき、また既存のカタログテーブル
をソースとして使用することもできます。クローラーが既存のカタログテーブルを使用する場合、それら
のカタログのテーブルで指定されたデータストアをクロールします。
ソースとしてカタログテーブルを指定する一般的な理由は、(データストアの構造をすでに知っていたた
め) テーブルを手動で作成した場合に、新しいパーティションの追加を含め、クローラーにテーブルを更
新された状態に保持させるためです。他の理由の説明については、「クローラーを使用して手動で作成さ
れたデータカタログテーブルを更新する (p. 54)」を参照してください。
既存のテーブルをクローラーソースのタイプとして指定する場合は、次の条件が適用されます。
• データベース名はオプションです。
• Amazon S3 または Amazon DynamoDB データストアを指定するカタログテーブルのみが使用できま
す。
• クローラーが実行されるとき、新しいカタログテーブルは作成されません。既存のテーブルは、新しい
パーティションの追加を含め、必要に応じて更新されます。
• データストアで見つかる削除されたオブジェクトは無視されます。カタログテーブ
ルが削除されません。代わりに、クローラーによりログメッセージが書き込まれます
(SchemaChangePolicy.DeleteBehavior=LOG)
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• Amazon S3 パスごとに単一のスキーマを作成するクローラー設定オプションはデフォルトで有効になっ
ており、無効にすることはできません。(TableGroupingPolicy=CombineCompatibleSchemas) 詳
しくは、「各 Amazon S3 インクルードパスの単一のスキーマを作成する方法 (p. 99)」を参照してく
ださい。
• カタログテーブルをソースとして他のソースタイプ (例: Amazon S3 または Amazon DynamoDB) と混在
させることはできません。

包含パターンと除外パターン
クロールで何を含め、何を除外するかを評価する際、クローラーは必要なインクルードパスを評価するこ
とから始めます。Amazon S3、MongoDB、Amazon DocumentDB (MongoDB 互換性)、リレーショナル
データストアの場合は、インクルードパスを指定する必要があります。
Amazon S3 データストアの場合、インクルードパスの構文は bucket-name/folder-name/filename.ext です。バケット内のすべてのオブジェクトをクロールするには、インクルードパスにバケット
名のみ指定します。除外パターンは、インクルードパスを基準とする相対パスです。
MongoDB と Amazon DocumentDB (MongoDB 互換性) の場合、構文は database/collection です。
JDBC データストアの場合、構文は database-name/schema-name/table-name または databasename/table-name です。構文は、データベースエンジンでデータベース内のスキーマがサポートされて
いるかどうかに依存します。たとえば、MySQL や Oracle などのデータベースエンジンの場合は、インク
ルードパスに schema-name を指定しません。インクルードパスでスキーマやテーブルの代わりにパーセ
ント記号 (%) を使用することで、データベース内のすべてのスキーマやテーブルを表すことができます。
インクルードパスでデータベースの代わりにパーセント記号 (%) を使用することはできません。エクスク
ルードパスは、インクルードパスを基準とする相対パスです。たとえば、JDBC データストア内のテーブ
ルを除外するには、エクスクルードパスにテーブル名を入力します。
クローラーでは、JDBC データストアに接続するために、JDBC URI 接続文字列を含む AWS Glue 接続を
使用します。クローラーは、データベースエンジン内のオブジェクトにのみアクセスできます。そのため
に、AWS Glue 接続で JDBC ユーザー名とパスワードを使用します。クローラーは、JDBC 接続を介して
アクセスできるテーブルのみ作成できます。クローラーは、JDBC URI を使用してデータベースエンジン
にアクセスした後で、インクルードパスを使用してデータカタログで作成するデータベースエンジン内の
テーブルを決定します。例えば、MySQL の場合、MyDatabase/% というインクルードパスを指定する
と、MyDatabase 内のすべてのテーブルが Data Catalog で作成されます。Amazon Redshift にアクセスす
る場合、MyDatabase/% というインクルードパスを指定すると、データベース MyDatabase の各スキー
マ内のすべてのテーブルが Data Catalog で作成されます。MyDatabase/MySchema/% のインクルード
パスを指定すると、データベース MyDatabase のすべてのテーブルとスキーマ MySchema が作成されま
す。
インクルードパスの指定後に、1 つ以上の Unix 形式の glob 除外パターンを指定することで、インク
ルードパスに含まれる予定であったオブジェクトをクロールから除外できます。これらのパターンはイ
ンクルードパスに適用されて、どのオブジェクトを除外するか決定します。また、これらのパターンは
クローラーによって作成されるテーブルのプロパティとして保存されます。AWS GluePySpark 拡張機能
(create_dynamic_frame.from_catalog など) は、テーブルプロパティを読み取り、除外パターンに
よって定義されたオブジェクトを除外します。
AWS Glue は、除外パターンで次の種類の glob パターンをサポートしています。
除外パターン

説明

*.csv

.csv で終わる現在のフォルダ内のオブジェクト名
を表す Amazon S3 パスと一致する

*.*

ドットを含むオブジェクト名すべてと一致する
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除外パターン

説明

*.{csv,avro}

.csv か .avro で終わるオブジェクト名と一致す
る

foo.?

foo. で始まり、その後に 1 文字の拡張子が続くオ
ブジェクト名と一致する

myfolder/*

/myfolder/mysource など、myfolder のサブ
フォルダの 1 つのレベルにあるオブジェクトと一
致する

myfolder/*/*

/myfolder/mysource/data など、myfolder
のサブフォルダの 2 つのレベルにあるオブジェク
トと一致する

myfolder/**

myfolder のすべてのサブフォルダにあるオブ
ジェクト (/myfolder/mysource/mydata や /
myfolder/mysource/data など) と一致する

myfolder**

/myfolder や /myfolder/mydata.txt などの
myfolder 以下のファイルと同様に、サブフォル
ダ myfolder と一致する

Market*

JDBC データベースの Market で始まる名前の
テーブル (Market_us や Market_fr など) と一致
する

AWS Glue は、glob 除外パターンを次のように解釈します。
• スラッシュ (/) 文字は、Amazon S3 キーをフォルダ階層に区切る区切り記号です。
• アスタリスク (*) 記号は、フォルダの境界を超えない、0 文字以上の名前の要素に相当します。
• 二重アスタリスク (**) は、フォルダやスキーマの境界を越える 0 個以上の文字に相当します。
• 疑問符 (?) 記号は、名前の要素のちょうど 1 文字に相当します。
• バックスラッシュ (\) 文字は、本来ならば特殊文字として解釈される文字をエスケープ処理するために
使用されます。\\ 式はバックスラッシュ 1 つに相当し、\{ は左括弧に相当します。
• 角括弧 ([ ]) は、一連の文字の中から、名前の要素の 1 文字に相当する角括弧式を作成します。たとえ
ば、[abc] は a、b、または c に一致します。ハイフン (-) は、範囲を指定するために使用されます。
つまり、[a-z] は a から z (この値を含みます) までに相当する範囲を指定します。これらのフォーム
は組み合わせることができます。そのため、[abce-g] は a、b、c、e、f、または g に一致します。
角括弧 ([) の後の文字が感嘆符 (!) の場合、角括弧式は否定の意味になります。たとえば、[!a-c] は
a、b、または c 以外のすべての文字に一致します。
角括弧式内では、*、?、および \ 文字は、文字通りの意味です。ハイフン (-) 文字は、角括弧内で最初
の文字だった場合、または式を否定する ! の次の文字だった場合は、文字通りの意味です。
• 中括弧 ({ }) は、グループ内のサブパターンが一致する場合にグループが一致するサブパターンのグ
ループを囲みます。カンマ (,) 文字は、サブパターンを分割するために使用されます。グループはネス
トできません。
• ファイル名の先頭のピリオドまたはドット文字は、マッチ操作では通常の文字として扱われます。たと
えば、* 除外パターンは、ファイル名 .hidden に一致します。

Example Amazon S3 除外パターンの例
各除外パターンは、インクルードパスに対して評価されます。例えば、次の Amazon S3 ディレクトリ構
造があるとします。
94

AWS Glue デベロッパーガイド
クローラーのプロパティ

/mybucket/myfolder/
departments/
finance.json
market-us.json
market-emea.json
market-ap.json
employees/
hr.json
john.csv
jane.csv
juan.txt

インクルードパスが s3://mybucket/myfolder/ の場合、以下は除外パターンのサンプル結果の一部で
す。
除外パターン

結果

departments/**

departments フォルダ内のすべてのファイルと
フォルダを除外し、employees フォルダとその
ファイルを含めます。

departments/market*

market-us.json、market-emea.json、およ
び market-ap.json を除外します

**.csv

名前が .csv で終わる myfolder 以下のすべての
オブジェクトを除外します

employees/*.csv

employees フォルダ内のすべての .csv ファイル
を除外します。

Example Amazon S3 パーティションのサブセットの除外の例
データが日別に分割されていて、1 年の日別に異なる Amazon S3 パーティションに入っているとしま
す。2015 年 1 月には、31 のパーティションがあります。ここで、1 月の第 1 週のみのデータをクロール
するには、1 日〜7 日を除くすべてのパーティションを除外する必要があります。

2015/01/{[!0],0[8-9]}**, 2015/0[2-9]/**, 2015/1[0-2]/**

この glob パターンの各パートを見てみます。最初のパートは 2015/01/{[!0],0[8-9]}** で、"0" で
始まらないすべての日付、および 2015 年 01 月の 08 日目および 09 日目を除外しています。"**" を日数パ
ターンのサフィックスとして使用すると、下位レベルフォルダへのフォルダ境界を越えることに注意して
ください。"*" を使用すると、下位レベルフォルダは除外されます。
2 番目のパートは 2015/0[2-9]/** で、2015 年 02 から 09 月までの日を除外します。
3 番目のパートは 2015/1[0-2]/** で、2015 年 10、11、12 月の日を除外します。

Example JDBC の除外パターン
次のスキーマ構造を使用して JDBC データベースをクロールしているとします。
MyDatabase/MySchema/
HR_us
HR_fr
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Employees_Table
Finance
Market_US_Table
Market_EMEA_Table
Market_AP_Table

インクルードパスが MyDatabase/MySchema/% の場合、以下は除外パターンのサンプル結果の一部で
す。
除外パターン

結果

HR*

HR で始まる名前を持つテーブルを除外

Market_*

Market_ で始まる名前を持つテーブルを除外

**_Table

_Table で終わる名前を持つテーブルをすべて除外

クローラー設定オプションの設定
クローラーを実行すると、データストアの変更が検出される場合があります。これらの変更に伴って、
以前のクローラーとは異なるスキーマやパーティションが生じることがあります。AWS Management
Console または AWS Glue API を使用して、特定のタイプの変更をクローラーで処理する方法を設定でき
ます。
トピック
• AWS Glue コンソールでのクローラー設定オプションの設定 (p. 96)
• API を使用したクローラー設定オプションの設定 (p. 97)
• 既存のスキーマをクローラーで変更しないための方法 (p. 99)
• 各 Amazon S3 インクルードパスの単一のスキーマを作成する方法 (p. 99)
• テーブルの場所とパーティションレベルの指定方法 (p. 100)
• クローラーが作成できるテーブルの最大数を指定する方法 (p. 101)
• Delta Lake データストアの設定オプションを指定する方法 (p. 102)
• Lake Formation の認証情報を使用するようにクローラーを設定する方法 (p. 104)

AWS Glue コンソールでのクローラー設定オプションの設定
AWS Glue コンソールを使用してクローラーを定義する場合、クローラーの動作を設定するためのオプ
ションをいくつか使用できます。AWS Glue コンソールを使用してクローラーを追加する方法の詳細につ
いては、「AWS Glue コンソールでのクローラーの使用 (p. 108)」を参照してください。
以前にクロールしたデータストアに対してクローラーを実行すると、データストアでのスキーマの変更や
オブジェクトの削除が検出される場合があります。クローラーは、スキーマの変更をログに記録します。
クローラーのソースタイプに応じて、スキーマの変更ポリシーにかかわらず、新しいテーブルとパーティ
ションが作成される可能性があります。
クローラーがスキーマの変更を検出したときの動作を指定するには、コンソールで以下のいずれかのアク
ションを選択できます。
• Data Catalog でテーブル定義を更新する – AWS Glue Data Catalog で、新しい列を追加し、欠落してい
る列を削除して、既存の列の定義を変更します。クローラーで設定されていないすべてのメタデータを
削除します。これはデフォルトの設定です。
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• 新しい列の追加のみ – Amazon S3 データストアにマッピングされるテーブルの場合、検出した新しい列
は追加されますが、既存の列のタイプは Data Catalog で削除または変更されません。データカタログの
現在の列が正しく、クローラーで既存の列のタイプを削除または変更しない場合は、このオプションを
選択します。Amazon S3 の基本的なテーブル属性 (分類、圧縮タイプ、CSV 区切り記号など) が変わっ
た場合は、テーブルを廃止としてマークします。Data Catalog に存在する入力形式と出力形式そのまま
にします。SerDe パラメータは、クローラーで設定されたものである場合に限り、更新します。他のす
べてのデータストアについては、既存の列定義を変更します。
• 変更を無視し、Data Catalog のテーブルを更新しない – 新しいテーブルとパーティションのみが作成さ
れます。
これは、増分クロールのデフォルト設定です。
新規のパーティションや変更されたパーティションがクローラーで検出される場合もあります。デフォル
トでは、変更が行われると、新しいパーティションが追加され、既存のパーティションは更新されます。
さらに、 コンソールですべての新規および既存のパーティションを更新してテーブルのメタデータを反映
するAWS Glueようにクローラーの設定オプションを設定できます。このオプションを設定すると、パー
ティションは、分類、入力形式、出力形式、SerDe 情報、スキーマなどのメタデータプロパティを親テー
ブルから継承します。テーブルでの上記プロパティに対する変更は、そのパーティションに伝播されま
す。この設定オプションを既存のクローラーに設定すると、既存のパーティションは、次回クローラーが
実行されるときに親テーブルのプロパティと一致するよう更新されます。
データストアで削除されたオブジェクトを検出したときのクローラーの動作を指定するには、以下のいず
れかのアクションを選択します。
• Data Catalog からテーブルとパーティションを削除する
• 変更を無視し、Data Catalog のテーブルを更新しない
これは、増分クロールのデフォルト設定です。
• Data Catalog でテーブルを廃止としてマークする – これがデフォルトの設定です。

API を使用したクローラー設定オプションの設定
AWS Glue API を使用してクローラーを定義する場合は、いくつかのフィールドから選択してクローラー
を設定できます。クローラー API の SchemaChangePolicy は、変更されたスキーマや削除されたオブ
ジェクトを検出したときのクローラーの動作を決定します。クローラーは、実行時にスキーマの変更をロ
グに記録します。
クローラーを実行すると、スキーマの変更ポリシーにかかわらず、常に新しいテーブルとパーティ
ションが作成されます。変更されたテーブルスキーマを検出したときのクローラーの動作を決定するに
は、SchemaChangePolicy 構造の UpdateBehavior フィールドで以下のいずれかのアクションを選択
できます。
• UPDATE_IN_DATABASE – のテーブルを更新します。AWS Glue Data Catalog新しい列を追加し、欠落
している列を削除して、既存の列の定義を変更します。クローラーで設定されていないすべてのメタ
データを削除します。
• LOG – 変更を無視し、Data Catalog でテーブルを更新しない。
これは、増分クロールのデフォルト設定です。
クローラー API の Configuration フィールドに指定されている JSON オブジェクトを使用して
SchemaChangePolicy 構造を上書きすることもできます。この JSON オブジェクトに含まれているキー
と値のペアを使用して、既存の列を更新しないで新規の列のみを追加するようにポリシーを設定できま
す。たとえば、次の JSON オブジェクトを文字列として指定します。
{
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}

"Version": 1.0,
"CrawlerOutput": {
"Tables": { "AddOrUpdateBehavior": "MergeNewColumns" }
}

このオプションは、 コンソールの [Add new columns onlyAWS Glue] (新しい列のみを追加) オプ
ションに対応します。これにより、Amazon S3 データストアをクロールした結果のテーブルの
SchemaChangePolicy 構造のみが上書きされます。Data Catalog (信頼できる情報源) にあるがままにメ
タデータを維持する場合は、このオプションを選択します。新しい列が検出されると追加されます。これ
には、ネストされたデータ型も含まれます。ただし、既存の列は削除されず、そのタイプは変更されませ
ん。Amazon S3 のテーブル属性が大幅に変わる場合は、テーブルを廃止としてマークし、互換性のない属
性を解決する必要があるという警告をログに記録します。
クローラーが、以前にクロールしたデータストアに対して実行される場合、新規または変更された
パーティションが検出される場合があります。デフォルトでは、変更が行われると、新しいパーティ
ションが追加され、既存のパーティションは更新されます。さらに、クローラーの設定オプションを
InheritFromTable に設定できます。このオプションは、 コンソールの [Update all new and existing
partitions with metadata from the tableAWS Glue] (すべての新規および既存のパーティションを更新して
テーブルのメタデータを反映する) オプションに対応します。このオプションを設定すると、親テーブル
のメタデータプロパティ (分類、入力形式、出力形式、SerDe 情報、スキーマなど) がパーティションに継
承されます。親テーブルでのすべてのプロパティの変更は、そのパーティションに伝播されます。
この設定オプションを既存のクローラーに設定すると、既存のパーティションは、次回クローラーが実
行されるときに親テーブルのプロパティと一致するよう更新されます。この動作は、クローラー API の
Configuration フィールドで設定します。たとえば、次の JSON オブジェクトを文字列として指定しま
す。
{

}

"Version": 1.0,
"CrawlerOutput": {
"Partitions": { "AddOrUpdateBehavior": "InheritFromTable" }
}

クローラー API の Configuration フィールドでは、複数の設定オプションを設定できます。たとえば、
パーティションとテーブルの両方のクローラー出力を設定するには、次の JSON オブジェクトの文字列表
現を指定できます。
{

}

"Version": 1.0,
"CrawlerOutput": {
"Partitions": { "AddOrUpdateBehavior": "InheritFromTable" },
"Tables": {"AddOrUpdateBehavior": "MergeNewColumns" }
}

データストアで削除されたオブジェクトを検出したときのクローラーの動作を決定するには、以下のいず
れかのアクションを選択できます。クローラー API の SchemaChangePolicy 構造の DeleteBehavior
フィールドでは、削除されたオブジェクトを検出したときのクローラーの動作を設定します。
• DELETE_FROM_DATABASE – Data Catalog からテーブルとパーティションを削除します。
• LOG – 変更を無視します。Data Catalog を更新しません。代わりにログメッセージを書き込みます。
• DEPRECATE_IN_DATABASE – Data Catalog でテーブルを廃止としてマークします。これはデフォルト
の設定です。
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既存のスキーマをクローラーで変更しないための方法
Amazon S3 テーブル定義の既存のフィールドに対する更新をクローラーで上書きしない場合は、コ
ンソールでオプションとして [Add new columns only] (新しい列の追加のみ) を選択するか、設定オプ
ションとして MergeNewColumns を設定します。これはテーブルとパーティションに適用されます
(Partitions.AddOrUpdateBehavior を InheritFromTable で上書きしていない場合)。
クローラーの実行時にテーブルスキーマを一切変更しない場合は、スキーマ変更ポリシーを LOG に設定し
ます。設定オプションにより、テーブルから継承するようにパーティションスキーマを設定することもで
きます。
コンソールでクローラーを設定する場合は、以下のアクションを選択できます。
• 変更を無視し、Data Catalog のテーブルを更新しない
• すべての新規および既存のパーティションを更新してテーブルのメタデータを反映する
API を使用してクローラーを設定する場合は、以下のパラメータを設定します。
• SchemaChangePolicy 構造の UpdateBehavior フィールドを LOG に設定します。
• クローラー API で次の JSON オブジェクトの文字列表現を使用して Configuration フィールドを設
定します。
{

}

"Version": 1.0,
"CrawlerOutput": {
"Partitions": { "AddOrUpdateBehavior": "InheritFromTable" }
}

各 Amazon S3 インクルードパスの単一のスキーマを作成する方
法
デフォルトでは、Amazon S3 に保存されたデータのテーブルをクローラーが定義するときに、データの
互換性とスキーマの類似性の両方が考慮されます。考慮されるデータ互換性要因には、データが同じ形式
(JSON など) かどうか、同じ圧縮タイプ (GZIP など) かどうか、Amazon S3 パスの構造、他のデータ属性
などです。スキーマの類似性は、別個の Amazon S3 オブジェクトのスキーマがどれくらい似ているかの
尺度です。
可能な場合は、CombineCompatibleSchemas へのクローラーを共通テーブル定義に設定できます。こ
のオプションを使用しても、クローラーはデータ互換性を考慮に入れますが、指定されたインクルードパ
スで Amazon S3 オブジェクトを評価するときに特定のスキーマの類似性を無視します。
コンソールでクローラーを設定する場合、スキーマを組み合わせるには、クローラーオプション [Create a
single schema for each S3 path (各 S3 パスの単一のスキーマを作成する)] を選択します。
API を使用してクローラーを設定する場合は、以下の設定オプションを設定します。
• クローラー API で次の JSON オブジェクトの文字列表現を使用して Configuration フィールドを設
定します。
{

"Version": 1.0,
"Grouping": {
"TableGroupingPolicy": "CombineCompatibleSchemas" }
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}

このオプションを説明するため、インクルードパス s3://bucket/table1/ を使用してクローラーを定
義するとします。クローラーが実行されると、次の特性を持つ 2 つの JSON ファイルが検索されます。
• ファイル 1 – S3://bucket/table1/year=2017/data1.json
• ファイルのコンテンツ – {“A”: 1, “B”: 2}
• スキーマ – A:int, B:int
• ファイル 2 – S3://bucket/table1/year=2018/data2.json
• ファイルのコンテンツ – {“C”: 3, “D”: 4}
• スキーマ – C: int, D: int
デフォルトでは、スキーマの類似性が十分ではないため、クローラーは year_2017 および year_2018
という 2 つのテーブルを作成します。ただし、オプション [Create a single schema for each S3 path
(各 S3 パスの単一のスキーマを作成する)] を選択し、データに互換性がある場合、クローラーは 1 つ
のテーブルを作成します。テーブルにはスキーマ A:int,B:int,C:int,D:int と partitionKey
year:string があります。

テーブルの場所とパーティションレベルの指定方法
デフォルトでは、Amazon S3 に保存されたデータのテーブルをクローラーが定義するときに、クローラー
はスキーマを結合してトップレベルのテーブル (year=2019) を作成しようとします。場合によっては、
フォルダ month=Jan のテーブルをクローラーが作成することを期待することがありますが、兄弟フォル
ダ (month=Mar) が同じテーブルにマージされているので、代わりにクローラーはパーティションを作成
します。
テーブルレベルのクローラーオプションを使用すると、クローラーにテーブルの配置場所やパーティショ
ンの作成方法を柔軟に指定できます。テーブルレベル を指定すると、その絶対レベルにAmazon S3 バ
ケットからテーブルが作成されます。

コンソールでクローラーを設定するとき、テーブルレベル クローラーオプションの値を指定できます。値
は、テーブルの場所 (データセット内の絶対レベル) を示す正の整数である必要があります。最上位レベル
のフォルダのレベルは 1 です。例えば、mydataset/a/b というパスで、レベルが 3 に設定されている場
合、テーブルは mydataset/a/b という場所に作成されます。
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Console

API
API を使用してクローラー設定をすると、次の JSON オブジェクトの文字列表現をする
Configuration フィールドを設定します。例:
configuration = jsonencode(
{

})

"Version": 1.0,
"Grouping" = {
TableLevelConfiguration = 2
}

CloudFormation
この例では、CloudFormation テンプレート内のコンソールで使用できるテーブルレベルオプションを
設定します。
"Configuration": "{
\"Version\":1.0,
\"Grouping\":{\"TableLevelConfiguration\":2}
}"

クローラーが作成できるテーブルの最大数を指定する方法
オプションで、クローラーが作成できるテーブルの最大数を指定する場合は、AWS Glue コンソールまた
は CLI 経由で TableThreshold を指定します。クローリング中にクローラーによって検出されたテーブ
ルがこの入力値より多い場合、クローリングが失敗し、データカタログにデータが書き込まれません。
このパラメータは、クローラーによって検出および作成されるテーブルが予想よりもはるかに多い場合に
役立ちます。これには、以下のような複数の理由が考えられます。
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• AWS Glue ジョブを使用して Amazon S3 ロケーションに入力する場合、フォルダと同じレベルに空の
ファイルができる可能性があります。このような場合、この Amazon S3 ロケーションでクローラーを
実行すると、ファイルとフォルダが同じレベルに存在するため、クローラーは複数のテーブルを作成し
ます。
• "TableGroupingPolicy": "CombineCompatibleSchemas" を設定しない場合、予想よりも多く
のテーブルが作成される可能性があります。
TableThreshold を 1 以上の整数値として指定します。この値はクローラーごとに設定されます。つま
り、クローリングごとに、この値が考慮されます。例えば、あるクローラーでは TableThreshold 値を
5 に設定したとします。各クローリングで、AWS Glue は検出されたテーブルの数をこのテーブルのしき
い値 (5) と比較します。検出されたテーブルの数が 5 未満の場合、AWS Glue はデータカタログにテーブ
ルを書き込み、そうでない場合、データカタログに書き込むことなくクローリングが失敗します。
コンソール
AWS コンソールを使用して TableThreshold を設定する場合は、次の画面で行います。

CLI
AWS CLI を使用して TableThreshold を設定する場合は、次のようになります。
"{"Version":1.0,
"CrawlerOutput":
{"Tables":{"AddOrUpdateBehavior":"MergeNewColumns",
"TableThreshold":5}}}";

エラーメッセージはログに記録され、テーブルパスを特定してデータをクリーンアップするのに役立ちま
す。テーブル数が指定したテーブルしきい値を超えているためにクローラーが失敗した場合は、次のよう
なログの例がアカウントで確認できます。
Table Threshold value = 28, Tables detected - 29

CloudWatch では、検出されたすべてのテーブルの場所を INFO メッセージとしてログに記録します。失
敗の理由としてエラーがログに記録されます。
ERROR com.amazonaws.services.glue.customerLogs.CustomerLogService - CustomerLogService
received CustomerFacingException with message
The number of tables detected by crawler: 29 is greater than the table threshold value
provided: 28. Failing crawler without writing to Data Catalog.
com.amazonaws.services.glue.exceptions.CustomerFacingInternalException: The number of
tables detected by crawler: 29 is greater than the table threshold value provided: 28.
Failing crawler without writing to Data Catalog.

Delta Lake データストアの設定オプションを指定する方法
Delta Lake データストアのクローラーを設定する場合は、次の設定パラメータを指定します。
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Connection
任意で、この Amazon S3 ターゲットで使用するネットワーク接続を選択または追加します。接続の
詳細については、「AWS Glue Data Catalog での接続の定義 (p. 61)」を参照してください
書き込みマニフェストを有効にする
Delta Lake のトランザクションログでテーブルメタデータまたはスキーマの変更を検出するかどうか
を選択します。マニフェストファイルを再生成します。Delta Lake SET TBLPROPERTIES で自動マニ
フェスト更新を構成している場合は、このオプションを選択しないでください。
Delta Lake のテーブルパスを含める
Delta テーブルへの Amazon S3 パスを s3://bucket/prefix/object として 1 つ以上指定します。
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Lake Formation の認証情報を使用するようにクローラーを設定
する方法
この機能はプレビューリリースであり、変更される可能性があります。詳細については、「AWS のサー
ビス条件」ドキュメントの「ベータ版とプレビュー」セクションを参照してください。
AWS Lake Formation 認証情報を使用するようにクローラーを設定すると、同じ AWS アカウント または
別の AWS アカウント 内の基盤となる Amazon S3 ロケーションで Amazon S3 データストアまたはデータ
カタログテーブルにアクセスできます。クローラーとデータカタログテーブルが同じアカウントに存在す
る場合は、既存のデータカタログテーブルをクローラーのターゲットとして設定できます。現在、データ
カタログテーブルをクローラーのターゲットとして使用する場合、単一のカタログテーブルを含む単一の
カタログターゲットのみが許可されています。

Note
データカタログテーブルをクローラーターゲットとして定義する場合、データカタログテーブ
ルの基盤となるロケーションが Amazon S3 ロケーションであることを確認してください。Lake
Formation の認証情報を使用するクローラーは、基盤となる Amazon S3 ロケーションを備えた
データカタログターゲットのみをサポートしています。

クローラーと登録された Amazon S3 ロケーションまたはデータカタログテーブ
ルが同じアカウントに存在する場合は、セットアップが必要になります (アカウ
ント内クローリング)
クローラーが Lake Formation の認証情報を使用してデータストアまたはデータカタログテーブルにアクセ
スできるようにするには、データロケーションを Lake Formation で登録する必要があります。また、ク
ローラーの IAM ロールには、Amazon S3 バケットが登録されている送信先からデータを読み込む許可が
付与されている必要があります。
AWS Management Console または AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して、次の設定手順
を完了できます。
AWS Management Console
1. クローラーソースにアクセスするようにクローラーを設定する前に、データストアまたはデータカ
タログのデータロケーションを Lake Formation で登録します。Lake Formation コンソール (https://
console.aws.amazon.com/lakeformation/) で、クローラーが定義されている AWS アカウント で
Amazon S3 ロケーションをデータレイクのルートロケーションとして登録します。詳細について
は、「Amazon S3 ロケーションの登録」を参照してください。
2. クローラーの実行に使用される IAM ロールにデータロケーション許可を付与し、クローラーが
Lake Formation の送信先からデータを読み込めるようにします。詳細については、「データロケー
ション許可の付与 (同じアカウント)」を参照してください。
3. クローラーロールに、出力データベースとして指定されたデータベースへのアクセス許可
(Create、Describe、Alter) を付与します。詳細については、「Lake Formation コンソールと
名前付きリソース方式を使用したデータベース許可の付与」を参照してください。
4. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) で、クローラー用の IAM ロールを作成しま
す。ロールに lakeformation:GetDataAccess ポリシーを追加します。
5. AWS Glue コンソール (https://console.aws.amazon.com/glue/) で、クローラーを設定する際に、オ
プション [Use Lake Formation credentials for crawling Amazon S3 data source] (Amazon S3 データ
ソースのクローリングに Lake Formation の認証情報を使用する) を選択してください。

Note
accountId フィールドは、アカウント内クローリングのためのオプションです。
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AWS CLI
aws glue --profile demo create-crawler --debug --cli-input-json '{
"Name": "prod-test-crawler",
"Role": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/AWSGlueServiceRole-prod-testrun-role",
"DatabaseName": "prod-run-db",
"Description": "",
"Targets": {
"S3Targets":[
{
"Path": "s3://crawl-testbucket"
}
]
},
"SchemaChangePolicy": {
"UpdateBehavior": "LOG",
"DeleteBehavior": "LOG"
},
"RecrawlPolicy": {
"RecrawlBehavior": "CRAWL_EVERYTHING"
},
"LineageConfiguration": {
"CrawlerLineageSettings": "DISABLE"
},
"LakeFormationConfiguration": {
"UseLakeFormationCredentials": true,
"AccountId": "111122223333"
},
"Configuration": {
"Version": 1.0,
"CrawlerOutput": {
"Partitions": { "AddOrUpdateBehavior": "InheritFromTable" },
"Tables": {"AddOrUpdateBehavior": "MergeNewColumns" }
},
"Grouping": { "TableGroupingPolicy": "CombineCompatibleSchemas" }
},
"CrawlerSecurityConfiguration": "",
"Tags": {
"KeyName": ""
}
}'

クローラーと登録された Amazon S3 ロケーションが異なるアカウントに存在す
る場合は、セットアップが必要になります (クロスアカウントクローリング)
クローラーが Lake Formation の認証情報を使用して別のアカウントのデータストアにアクセスできるよ
うにするには、まず Amazon S3 のデータロケーションを Lake Formation で登録する必要があります。次
に、以下の手順を実行して、クローラーのアカウントにデータロケーション許可を付与します。
AWS Management Console または AWS CLI を使用して、次のステップを実行できます。
AWS Management Console
1. Amazon S3 ロケーションが登録されているアカウント (アカウント B) では、次の操作を行いま
す。
a. Lake Formation で Amazon S3 パスを登録します。詳細については、「Amazon S3 ロケーショ
ンの登録」を参照してください。
b. クローラーを実行するアカウント (アカウント A) にデータロケーション許可を付与します。詳細
については、「Grant data location permissions」(データロケーション許可を付与する) を参照し
てください。
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c. 基盤となるロケーションをターゲットの Amazon S3 ロケーションとして、Lake Formation に空
のデータベースを作成します。詳細については、「データベースの作成」を参照してください。
d. アカウント A (クローラーを実行するアカウント) に、前のステップで作成したデータベースへの
アクセス権を付与します。詳細については、「Granting database permissions」(データベース許
可の付与) を参照してください。
2. クローラーが作成され実行されるアカウント (アカウント A) では、次の操作を行います。
a. AWS RAM コンソールを使用して、外部アカウント (アカウント B) から共有されたデータベース
を受け入れます。詳細については、「AWS Resource Access Manager からのリソース共有招待
の承諾」を参照してください。
b. クローラー用の IAM ロールを作成します。ロールに lakeformation:GetDataAccess ポリ
シーを追加します。
c. Lake Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/) で、ターゲット
の Amazon S3 ロケーションに対するデータロケーション許可をクローラーの実行に使用される
IAM ロールに付与して、クローラーが Lake Formation の送信先からデータを読み込めるように
します。詳細については、「Granting data location permissions」(データロケーション許可の付
与) を参照してください。
d. 共有データベースでリソースリンクを作成します。詳細については、「Create a resource link」
(リソースリンクを作成する) を参照してください。
e. クローラーロールに、共有データベースとリソースリンクに対するアクセス許可
(Create、Describe、Alter) を付与します。リソースリンクはクローラーの出力で指定され
ます。
f. AWS Glue コンソール (https://console.aws.amazon.com/glue/) で、クローラーを設定する際に、
オプション [Use Lake Formation credentials for crawling Amazon S3 data source] (Amazon S3
データソースのクローリングに Lake Formation の認証情報を使用する) を選択してください。
クロスアカウントクローリングの場合は、ターゲットの Amazon S3 ロケーションが Lake
Formation で登録されている AWS アカウント ID を指定します。アカウント内クローリングの場
合、accountId フィールドはオプションです。

AWS CLI
aws glue --profile demo create-crawler --debug --cli-input-json '{
"Name": "prod-test-crawler",
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"Role": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/AWSGlueServiceRole-prod-testrun-role",
"DatabaseName": "prod-run-db",
"Description": "",
"Targets": {
"S3Targets":[
{
"Path": "s3://crawl-testbucket"
}
]
},
"SchemaChangePolicy": {
"UpdateBehavior": "LOG",
"DeleteBehavior": "LOG"
},
"RecrawlPolicy": {
"RecrawlBehavior": "CRAWL_EVERYTHING"
},
"LineageConfiguration": {
"CrawlerLineageSettings": "DISABLE"
},
"LakeFormationConfiguration": {
"UseLakeFormationCredentials": true,
"AccountId": "111111111111"
},
"Configuration": {
"Version": 1.0,
"CrawlerOutput": {
"Partitions": { "AddOrUpdateBehavior": "InheritFromTable" },
"Tables": {"AddOrUpdateBehavior": "MergeNewColumns" }
},
"Grouping": { "TableGroupingPolicy": "CombineCompatibleSchemas" }
},
"CrawlerSecurityConfiguration": "",
"Tags": {
"KeyName": ""
}
}'

Note
• Lake Formation 認証情報を使用するクローラーは、Amazon S3 およびデータカタログターゲッ
トでのみサポートされます。
• Lake Formation 認証情報供給を使用するターゲットの場合、基盤となる Amazon S3 ロケー
ションは同じバケットに属している必要があります。例えば、すべてのターゲットロケー
ションが同じバケット (bucket1) にある限り、ユーザーは複数のターゲット (s3://bucket1/
folder1、s3://bucket1/folder2) を使用できます。別のバケット (s3://bucket1/folder1、s3://
bucket2/folder2) を指定することはできません。
• 現在、データカタログのターゲットクローラーでは、単一のカタログテーブルを含む単一のカ
タログターゲットのみが許可されています。

AWS Glue クローラのスケジュール
AWS Glue クローラは、オンデマンドで、または定期的なスケジュールで実行できます。クローラスケ
ジュールは cron 形式で表すことができます。詳細については、Wikipedia の「cron」を参照してくださ
い。
スケジュールに基づいてクローラを作成する場合は、クローラの実行頻度、実行する曜日、実行時間など
の特定の制約を指定できます。これらの制約は cron に基づいています。クローラスケジュールを設定する
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ときは、cron の機能と制限を考慮する必要があります。たとえば、毎月 31 日にクローラを実行すること
を選択した場合、いくつかの月には 31 日間はないことに注意してください。
cron を使用してジョブおよびクローラをスケジュールする方法の詳細については、「ジョブとクローラの
時間ベースのスケジュール (p. 416)」を参照してください。

AWS Glue コンソールでのクローラーの使用
クローラーはデータストアにアクセスし、メタデータを抽出して、テーブル定義を AWS Glue Data
Catalog に作成します。 コンソールの [Crawlers (クローラー)AWS Glue] ペインには、作成したクロー
ラーがすべて一覧表示されます。リストには、クローラーの最後の実行のステータスとメトリクスが表示
されます。

コンソールを使用してクローラーを追加するには
1.
2.

AWS マネジメントコンソールにサインインし、AWS Glue コンソール (https://
console.aws.amazon.com/glue/) を開きます。ナビゲーションペインで [Crawlers (クローラー)] を選択
します。
[Add crawler] (クローラーの追加) を選択して、[Add crawler] (クローラーの追加) ウィザードの手順に
従います。

Note
クローラーを追加するための詳しい手順を参照するには、ナビゲーションペインの [Tutorials]
(チュートリアル) で [Add crawler] (クローラーの追加) を選択します。また、[Add crawler]
(クローラーの追加) ウィザードを使用して、Amazon Simple Storage Service Amazon S3()
データストアのアクセス許可を含むポリシーをアタッチする IAM ロールの作成と変更ができ
ます。
必要に応じて、クローラーに [タグキー] とオプションの [タグ値] でタグを付加できます。作成後、タ
グキーは読み取り専用になります。リソースを整理、識別しやすいように、いくつかのリソースでタ
グを使用します。詳細については、AWSAWS Glue のタグ (p. 405) を参照してください。
必要に応じて、クローラーにセキュリティ設定を追加して、保管時の暗号化オプションを指定するこ
とができます。
クローラーの実行時に、指定した IAM ロールにはクロールされるデータストアへのアクセス権限が必要で
す。
JDBC データストアをクロールするときは、接続が必要です。詳細については、AWS Glue 接続の追
加 (p. 67) を参照してください。エクスクルードパスは、インクルードパスを基準とする相対パスで
す。たとえば、JDBC データストア内のテーブルを除外するには、エクスクルードパスにテーブル名を入
力します。
DynamoDB テーブルをクロールするとき、アカウント内の DynamoDB テーブルのリストから 1 つのテー
ブル名を選択できます。

Tip
クローラーの設定の詳細については、「the section called “クローラーのプロパティ” (p. 89)」
を参照してください。

クローラーの結果と詳細の表示
クローラーの結果と詳細の表示
クローラーが正常に実行されると、データカタログにテーブル定義が作成されます。クローラーの実行が
完了したら、ナビゲーションペインで [Tables] (テーブル) をクリックして、指定したデータベースにク
ローラーにより作成されたテーブルを表示します。
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クローラー自体に関連する情報は、次のように表示されます。
• AWS Glue コンソールの [Crawlers] (クローラー) ページに、クローラーの次のプロパティが表示されま
す。
プロパティ

説明

[Name] (名前)

クローラーを作成する場合、一意の名前を付ける
必要があります。

ステータス

クローラーには、準備完了、開始中、停止中、ス
ケジュールあり、スケジュール停止などの状態が
あります。実行中のクローラーは、開始中から停
止中に向かって処理していきます。クローラーに
アタッチされたスケジュールを再開または一時停
止できます。

スケジュール

クローラーをオンデマンドで実行するか、また
は、スケジュールで頻度を選択できます。クロー
ラーのスケジュールの詳細については、「クロー
ラのスケジュール (p. 107)」を参照してくださ
い。

最後の実行

クローラーを最後に実行した日時。

ログ

クローラーの最後の実行からの使用可能なログに
リンクします。

最後の実行以後のテーブルの変更

クローラーの最後の実行により更新された AWS
Glue Data Catalog のテーブルの数。

• クローラーの履歴を表示するには、ナビゲーションペインで [Crawlers] (クローラー) を選択して、作成
したクローラーを表示します。使用可能なクローラーのリストからクローラーを選択します。クロー
ラーのプロパティとクローラーの履歴は [Crawler runs] (クローラーの実行) タブに表示されます。
[Crawler runs] (クローラーの実行) タブには、クローラーの各実行履歴に対して、[Start time (UTC)]
(開始時刻 (UTC))、[End time (UTC)] (終了時刻 (UTC))、[Duration] (所要時間)、[Status] (ステータ
ス)、[DPU hours] (DPU 時間)、[Table changes] (表の変更) などが表示されます。
• 追加情報を表示するには、クローラー詳細ページのタブを選択します。各タブには、クローラーに関連
する情報が表示されます。
• [Schedule] (スケジュール): クローラー用に作成されたすべてのスケジュールがここに表示されます。
• [Data sources] (データソース): クローラーによってスキャンされたすべてのデータソースがここに表
示されます。
• [Classifiers] (分類子): クローラーに割り当てられたすべての分類子がここに表示されます。
• [Tags] (タグ): タグが作成され、AWS リソースに割り当てられていれば、ここに表示されます。

Amazon S3 イベント通知を使用した加速クロール
Amazon S3 または Data Catalog ターゲットからオブジェクトを一覧表示する代わりに、Amazon S3 イベ
ントを使用して変更を検索するようにクローラーを設定できます。この機能は、Amazon S3 または Data
Catalog ターゲット全体を一覧表示するのではなく、Amazon S3 イベントを使用してイベントをトリガー
したサブフォルダからのすべてのファイルを一覧表示して 2 つのクロール間の変更を識別することによっ
て、再クロール時間を短縮します。

109

AWS Glue デベロッパーガイド
Amazon S3 イベント通知を使用した加速クロール

最初のクロールでは、ターゲットからのすべての Amazon S3 オブジェクトを一覧表示します。最初のク
ロールの成功後、手動または設定されたスケジュールでリクロールを選択できます。クローラーは、すべ
てのオブジェクトをリストするのではなく、それらのイベントのオブジェクトのみをリストします。
Amazon S3 イベントベースのクローラーに移行する利点は以下のとおりです。
• ターゲットからのすべてのオブジェクトの一覧表示を要しない場合は、より速く再クロールできます。
その代わりに、オブジェクトが追加または削除される特定のフォルダが一覧表示されます。
• オブジェクトが追加または削除される特定のフォルダの一覧表示を行うと、全体的なクロールコストが
削減されます。
Amazon S3 イベントクロールは、クローラーのスケジュールに基づいて SQS キューから Amazon S3
イベントを使うことで実行します。キューにイベントがない場合、費用はかかりません。Amazon S3 イ
ベントは、SQS キューに直接送信するように設定できます。また、複数のコンシューマーが同じイベ
ント、SNS と SQS の組み合わせを必要とする場合にも設定できます。詳細については、「the section
called “Amazon S3 イベント通知のアカウントを設定します。” (p. 110)」を参照してください。
イベントモードでクローラーを作成して設定した後の最初のクロールは、Amazon S3 または Data Catalog
ターゲットの完全な一覧表示を行う一覧表示モードで実行されます。次のログは、最初に成功したクロー
ル、「クロールは Amazon S3 イベントを使用して実行します」の後に、Amazon S3 イベントを使用して
クロールのオペレーションを確認します。
Amazon S3 イベントクロールを作成し、クロールに影響を与える可能性のあるクローラーのプロパティ
を更新すると、クロールがリストモードで動作し、「クロールは S3 イベントモードで実行されていませ
ん」というログが追加されます。

カタログターゲット
ターゲットが Data Catalog の場合、クローラーは変更内容 (テーブル内の追加パーティションなど) で
Data Catalog 内の既存のテーブルを更新します。
トピック
• Amazon S3 イベント通知のアカウントを設定します。 (p. 110)
• コンソールを使用した Amazon S3 イベント通知用のクローラーの設定 (Amazon S3 ターゲット)
(p. 116)
• コンソールを使用した Amazon S3 イベント通知用のクローラーの設定 (Data Catalog ターゲット)
(p. 117)

Amazon S3 イベント通知のアカウントを設定します。
このセクションでは、Amazon S3 イベント通知用にアカウントを設定する方法について説明します。ま
た、スクリプトまたは AWS Glue コンソールを使用して行う手順について説明します。

前提条件
以下の設定タスクを実行します。括弧内の値は、スクリプトの構成可能な設定を参照している点に注意し
てください。
1. Amazon S3 バケットを作成します (s3_bucket_name)。
2. 識別バケットのパスであるクローラーターゲット (folder_name「test1」などの) を識別します。
3. クローラー名を準備します (crawler_name)
4. クローラー名と同じである可能性がある SNS トピック名 (sns_topic_name) を準備します。
5. クローラーが実行し、S3 バケットが存在する AWS リージョンを準備します。 (region)
6. Amazon S3 イベントを取得するためにメールアドレスを使用する場合は、オプションでメールアドレ
スを準備します(subscribing_email)。

110

AWS Glue デベロッパーガイド
Amazon S3 イベント通知を使用した加速クロール

制限:
• ターゲットが Amazon S3 または Data Catalog であるかにかかわらず、クローラーがサポートするのは
単一のターゲットのみです。
• プライベート VPC の SQS はサポートされていません。
• Amazon S3 サンプリングはサポートされていません。
• クローラーターゲットは、Amazon S3 ターゲットの場合はフォルダ、Data Catalog ターゲットの場合は
1 つ、または複数の AWS Glue Data Catalog テーブルにする必要があります。
• 「すべての」パスのワイルドカードをサポートしていません: s3: //%
• Data Catalog ターゲットの場合、Amazon S3 イベントモードでは、すべてのカタログテーブルが同じ
Amazon S3 バケットをポイントする必要があります。
• Data Catalog ターゲットの場合、カタログテーブルは Delta Lake 形式の Amazon S3 ロケーションをポ
イントしない必要があります (_symlink フォルダが含まれる、またはカタログテーブルの InputFormat
を確認)。
Amazon S3 イベントベースのクローラーを使用するには、S3 ターゲットと同じプレフィックスからフィ
ルタリングされたイベント付きの S3 バケットでイベント通知を有効にし、SQS に保存する必要があり
ます。SQS とイベント通知は、[チュートリアル:通知のバケットを設定する] または、the section called
“SQS を生成し、ターゲットから Amazon S3 イベントを設定するスクリプト。” (p. 111) の手順に従っ
て、コンソールから設定できます。

SQS ポリシー
クローラーが使用するロールに添付する必要がある次の SQS ポリシーを追加します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sqs:DeleteMessage",
"sqs:GetQueueUrl",
"sqs:ListDeadLetterSourceQueues",
"sqs:DeleteMessageBatch",
"sqs:ReceiveMessage",
"sqs:GetQueueAttributes",
"sqs:ListQueueTags",
"sqs:SetQueueAttributes",
"sqs:PurgeQueue"
],
"Resource": "*"
}
]

SQS を生成し、ターゲットから Amazon S3 イベントを設定するスクリプト。
前提条件が満たされていることを確認したら、以下の Python スクリプトを実行して SQS を作成します。
構成可能な設定を、前提条件から用意された名前に置き換えます。

Note
スクリプトを実行した後、SQS コンソールにログインして、作成した SQS の ARN を見つけま
す。
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Amazon SQS は、可視性タイムアウト、つまり Amazon SQS が他のカスタマーがそのメッセージの受信
や処理できなくなる期間を設定します。可視性タイムアウトをクロールのランタイム時間とほぼ等しく設
定します。
#!venv/bin/python
import boto3
import botocore
#---------Start : READ ME FIRST ----------------------#
# 1. Purpose of this script is to create the SQS, SNS and enable S3 bucket notification.
#
The following are the operations performed by the scripts:
#
a. Enable S3 bucket notification to trigger 's3:ObjectCreated:' and
's3:ObjectRemoved:' events.
#
b. Create SNS topic for fan out.
#
c. Create SQS queue for saving events which will be consumed by the crawler.
#
SQS Event Queue ARN will be used to create the crawler after running the script.
# 2. This script does not create the crawler.
# 3. SNS topic is created to support FAN out of S3 events. If S3 event is also used by
another
#
purpose, SNS topic created by the script can be used.
# 1. Creation of bucket is an optional step.
#
To create a bucket set create_bucket variable to true.
# 2. The purpose of crawler_name is to easily locate the SQS/SNS.
#
crawler_name is used to create SQS and SNS with the same name as crawler.
# 3. 'folder_name' is the target of crawl inside the specified bucket 's3_bucket_name'
#
#---------End : READ ME FIRST ------------------------#
#--------------------------------#
# Start : Configurable settings #
#--------------------------------#
#Create
region = 'us-west-2'
s3_bucket_name = 's3eventtestuswest2'
folder_name = "test"
crawler_name = "test33S3Event"
sns_topic_name = crawler_name
sqs_queue_name = sns_topic_name
create_bucket = False
#-------------------------------#
# End : Configurable settings
#
#-------------------------------#
# Define aws clients
dev = boto3.session.Session(profile_name='myprofile')
boto3.setup_default_session(profile_name='myprofile')
s3 = boto3.resource('s3', region_name=region)
sns = boto3.client('sns', region_name=region)
sqs = boto3.client('sqs', region_name=region)
client = boto3.client("sts")
account_id = client.get_caller_identity()["Account"]
queue_arn = ""
def print_error(e):
print(e.message + ' RequestId: ' + e.response['ResponseMetadata']['RequestId'])
def create_s3_bucket(bucket_name, client):
bucket = client.Bucket(bucket_name)
try:
if not create_bucket:
return True
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response = bucket.create(
ACL='private',
CreateBucketConfiguration={
'LocationConstraint': region
},
)
return True
except botocore.exceptions.ClientError as e:
print_error(e)
if 'BucketAlreadyOwnedByYou' in e.message: # we own this bucket so continue
print('We own the bucket already. Lets continue...')
return True
return False
def create_s3_bucket_folder(bucket_name, client, directory_name):
s3.put_object(Bucket=bucket_name, Key=(directory_name + '/'))
def set_s3_notification_sns(bucket_name, client, topic_arn):
bucket_notification = client.BucketNotification(bucket_name)
try:
response = bucket_notification.put(
NotificationConfiguration={
'TopicConfigurations': [
{
'Id' : crawler_name,
'TopicArn': topic_arn,
'Events': [
's3:ObjectCreated:*',
's3:ObjectRemoved:*',
],
'Filter' :

folder_name}]}}
]

{'Key': {'FilterRules': [{'Name': 'prefix', 'Value':

},

}
)
return True
except botocore.exceptions.ClientError as e:
print_error(e)
return False
def create_sns_topic(topic_name, client):
try:
response = client.create_topic(
Name=topic_name
)
return response['TopicArn']
except botocore.exceptions.ClientError as e:
print_error(e)
return None
def set_sns_topic_policy(topic_arn, client, bucket_name):
try:
response = client.set_topic_attributes(
TopicArn=topic_arn,
AttributeName='Policy',
AttributeValue='''{
"Version": "2008-10-17",
"Id": "s3-publish-to-sns",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Principal": { "AWS" : "*" },
"Action": [ "SNS:Publish" ],
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"Resource": "%s",
"Condition": {
"StringEquals": {
"AWS:SourceAccount": "%s"
},
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": "arn:aws:s3:*:*:%s"
}
}

}]
}''' % (topic_arn, account_id, bucket_name)
)
return True
except botocore.exceptions.ClientError as e:
print_error(e)
return False

def subscribe_to_sns_topic(topic_arn, client, protocol, endpoint):
try:
response = client.subscribe(
TopicArn=topic_arn,
Protocol=protocol,
Endpoint=endpoint
)
return response['SubscriptionArn']
except botocore.exceptions.ClientError as e:
print_error(e)
return None
def create_sqs_queue(queue_name, client):
try:
response = client.create_queue(
QueueName=queue_name,
)
return response['QueueUrl']
except botocore.exceptions.ClientError as e:
print_error(e)
return None
def get_sqs_queue_arn(queue_url, client):
try:
response = client.get_queue_attributes(
QueueUrl=queue_url,
AttributeNames=[
'QueueArn',
]
)
return response['Attributes']['QueueArn']
except botocore.exceptions.ClientError as e:
print_error(e)
return None
def set_sqs_policy(queue_url, queue_arn, client, topic_arn):
try:
response = client.set_queue_attributes(
QueueUrl=queue_url,
Attributes={
'Policy': '''{
"Version": "2012-10-17",
"Id": "AllowSNSPublish",
"Statement": [
{
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]

}

"Sid": "AllowSNSPublish01",
"Effect": "Allow",
"Principal": "*",
"Action": "SQS:SendMessage",
"Resource": "%s",
"Condition": {
"ArnEquals": {
"aws:SourceArn": "%s"
}
}

}''' % (queue_arn, topic_arn)
}
)
return True
except botocore.exceptions.ClientError as e:
print_error(e)
return False
if __name__ == "__main__":
print('Creating S3 bucket %s.' % s3_bucket_name)
if create_s3_bucket(s3_bucket_name, s3):
print('\nCreating SNS topic %s.' % sns_topic_name)
topic_arn = create_sns_topic(sns_topic_name, sns)
if topic_arn:
print('SNS topic created successfully: %s' % topic_arn)

queue_arn)

print('Creating SQS queue %s' % sqs_queue_name)
queue_url = create_sqs_queue(sqs_queue_name, sqs)
if queue_url is not None:
print('Subscribing sqs queue with sns.')
queue_arn = get_sqs_queue_arn(queue_url, sqs)
if queue_arn is not None:
if set_sqs_policy(queue_url, queue_arn, sqs, topic_arn):
print('Successfully configured queue policy.')
subscription_arn = subscribe_to_sns_topic(topic_arn, sns, 'sqs',

subscribe URL.')

if subscription_arn is not None:
if 'pending confirmation' in subscription_arn:
print('Please confirm SNS subscription by visiting the

else:
print('Successfully subscribed SQS queue: ' + queue_arn)
else:
print('Failed to subscribe SNS')
else:
print('Failed to set queue policy.')
else:
print("Failed to get queue arn for %s" % queue_url)
# ------------ End subscriptions to SNS topic -----------------

print('\nSetting topic policy to allow s3 bucket %s to publish.' %
s3_bucket_name)
if set_sns_topic_policy(topic_arn, sns, s3_bucket_name):
print('SNS topic policy added successfully.')
if set_s3_notification_sns(s3_bucket_name, s3, topic_arn):
print('Successfully configured event for S3 bucket %s' %
s3_bucket_name)
print('Create S3 Event Crawler using SQS ARN %s' % queue_arn)
else:
print('Failed to configure S3 bucket notification.')
else:
print('Failed to add SNS topic policy.')
else:
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print('Failed to create SNS topic.')

コンソールを使用した Amazon S3 イベント通知用のクローラー
の設定 (Amazon S3 ターゲット)
Amazon S3 ターゲットのために AWS Glue コンソールを使用して Amazon S3 イベント通知用のクロー
ラーを設定するには、以下の手順を実行します。
1.
2.

クローラーのプロパティを設定します。詳細については、「AWS Glue コンソールでのクローラー設
定オプションの設定」を参照してください。
[Data source configuration] (データソースの設定) セクションで、[Is your data already mapped to
AWS Glue tables?] (データは AWS Glue テーブルにマップ済みですか?) という質問が表示されます。
デフォルトでは、[Not yet] (まだです) が選択されています。Amazon S3 のデータソースを使用してお
り、データがまだ AWS Glue テーブルにマップされていないため、これはデフォルトままにしておき
ます。

3.

[Data sources] (データソース) セクションで、[Add a data source] (データソースを追加) を選択しま
す。

4.

[Add data source] (データソースの追加) ダイアログで、Amazon S3 データソースを以下のように設定
します。
• [Data source] (データソース): デフォルトで、Amazon S3 が選択されています。
• [Network connection] (ネットワーク接続) (オプション): [Add new connection] (新しい接続を追加) を
選択します。
• [Location of Amazon S3 data] (Amazon S3 データの場所): デフォルトで、[In this account] (このア
カウント内) が選択されています。
• [Amazon S3 path] (Amazon S3 パス): フォルダとファイルがクロールされる Amazon S3 パスを指定
します。
• [Subsequent crawler runs] (それ以降のクローラー実行): クローラーに関する Amazon S3 イベント
通知を使用するには、[Crawl based on events] (イベントに基づくクロール) を選択します。
• [Include SQS ARN] (SQS ARN を含める): 有効な SQS ARN を含むデータストアパラメータを指定
します。(例えば、arn:aws:sqs:region:account:sqs)
• [Include dead-letter SQS ARN] (配信不能 SQS ARN を含める) (オプション): 有効な Amazon 配信不
能 SQS ARN を指定します。(例えば、arn:aws:sqs:region:account:deadLetterQueue)
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• [Add an Amazon S3 data source] (Amazon S3 データソースを追加) を選択します。

コンソールを使用した Amazon S3 イベント通知用のクローラー
の設定 (Data Catalog ターゲット)
カタログターゲットがあるときは、AWS Glue コンソールを使用して Amazon S3 イベント通知用のク
ローラーを設定します。
1.

クローラーのプロパティを設定します。詳細については、「AWS Glue コンソールでのクローラー設
定オプションの設定」を参照してください。

2.

[Data source configuration] (データソースの設定) セクションで、[Is your data already mapped to
AWS Glue tables?] (データは AWS Glue テーブルにマップ済みですか?) という質問が表示されます。
[Yes] (はい) を選択して、Data Catalog からの既存のテーブルをデータソースとして選択します。

3.

[Glue tables] (Glue テーブル) セクションで、[Add tables] (テーブルを追加する) を選択します。
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4.

[Add table] (テーブルを追加する) モーダルで、データベースとテーブルを設定します。
• [Network connection] (ネットワーク接続) (オプション): [Add new connection] (新しい接続を追加) を
選択します。
• [Database] (データベース): Data Catalog 内のデータベースを選択します。
• [Tables] (テーブル): Data Catalog 内のデータベースから 1 つ、または複数のテーブルを選択しま
す。
• [Subsequent crawler runs] (それ以降のクローラー実行): クローラーに関する Amazon S3 イベント
通知を使用するには、[Crawl based on events] (イベントに基づくクロール) を選択します。
• [Include SQS ARN] (SQS ARN を含める): 有効な SQS ARN を含むデータストアパラメータを指定
します。(例えば、arn:aws:sqs:region:account:sqs)
• [Include dead-letter SQS ARN] (配信不能 SQS ARN を含める) (オプション): 有効な Amazon 配信不
能 SQS ARN を指定します。(例えば、arn:aws:sqs:region:account:deadLetterQueue)
• [Confirm] (確認) を選択します。
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Amazon S3 イベントクローラで暗号化を使用しま
す。
このセクションでは SQS のみ、または SQS と Amazon S3 の両方での暗号化の使用について説明しま
す。
トピック
• SQS でのみ暗号化を有効にします (p. 119)
• SQS と S3 の両方での暗号化の有効にします。 (p. 121)
• よくある質問 (p. 122)

SQS でのみ暗号化を有効にします
Amazon SQS は、デフォルトで送信中の暗号化を提供します。オプションのサーバー側の暗号化 (SSE)
をキューに追加するため、編集パネルのカスタマーマスターキー (CMK) に添付します。つまり、SQS は
SQS サーバー上のすべての保管中の顧客データを暗号化します。
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カスタマーマスターキー (CMK) を作成します
1.

[キー管理サービス (KMS)] > [カスタマーマネージドキー > [キーを作成する] を選択します。

2.

手順に従って、独自のエイリアスと説明を追加します。

3.

このキーを使用できるようにする個別の IAM ユーザー/ロールを追加します。

4.

キーポリシーで、別のステートメントを「ステートメント」リストに追加することで、カスタムキー
ポリシーは Amazon SNS に十分なキー使用許可を付与します。
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "sns.amazonaws.com"
},
"Action": [
"kms:GenerateDataKey",
"kms:Decrypt"
],
"Resource": "*"
}
]

キューのサーバー側の暗号化 (SSE) を有効にします。
1.

[Amazon SQS] > [キュー] > [sqs_queue_name] > [暗号化] タブを選択します。

2.

[編集] を選択し、[暗号化] まで下にスクロールしてドロップダウンします。

3.

[有効] を選択し、SSE を追加します。

4.

名前 alias/aws/sqs のデフォルトキーではなく、前に作成した CMK をクリックします。

これを追加すると、追加したキーで 暗号化タブを更新します。

Note
Amazon SQS は最長メッセージ保持期間を超えてキューに残っているメッセージを自動的に削除
します。デフォルトのメッセージ保持期間は 4 日間です。イベントの欠落を回避するには、SQS
MessageRetentionPeriod を 14 日以内に変更します。
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SQS と S3 の両方での暗号化の有効にします。
SQS でサーバー側の暗号化 (SSE) を有効にします。
1.

「the section called “SQS でのみ暗号化を有効にします” (p. 119)」の手順を実行します。

2.

CMK セットアップの最後のステップで、Amazon S3 に十分なキー使用許可を付与します。
「ステートメント」リストに以下を貼り付けます。
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "s3.amazonaws.com"
},
"Action": [
"kms:GenerateDataKey",
"kms:Decrypt"
],
"Resource": "*"
}
]

Amazon S3 バケットのサーバー側の暗号化 (SSE) を有効にします。
1.

「the section called “SQS でのみ暗号化を有効にします” (p. 119)」の手順を実行します。

2.

次のいずれかを実行します。
•

S3 バケット全体で SSE を有効にするには、ターゲットバケットの [プロパティ] タブを操作しま
す。
ここで SSE を有効にして、使用する暗号化の種類を選択できます。Amazon S3 は、Amazon S3
が作成、管理、使用する暗号化キーを提供したり、KMS からキーを選択することもできます。

•

特定のフォルダで SSE を有効にするには、ターゲットフォルダの横にある [チェックボックス]
を選択し、[アクション] をドロップダウンして [サーバー側の暗号化の編集] を選択します。
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よくある質問
Amazon SNS トピックに公開したメッセージが、サーバー側暗号化 (SSE) が有効になっている登録済みの
Amazon SQS キューに配信されないのはなぜですか。
Amazon SQS キューが使用していることを再確認してください。
1. カスタマーマスターキー (CMK) は、カスタマーが管理します。SQS によって提供されるデフォルトで
はありません。
2. (1) の CMK はカスタムキーポリシーを含み、Amazon SNS に十分なキー使用許可を付与します。
詳細情報は、ナレッジセンターのこの記事を参照してください。
E メール通知の登録をしましたが、Amazon S3 バケットを編集しても E メールの更新が届きません。
メールの「登録確認」リンクをクリックして、メールアドレスを確認したことを確認してください。SNS
トピックの下の[サブスクリプション] テーブルで確認ステータスを確認できます。
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[Amazon SNS] >[トピック] >[sns_topic_name] >[サブスクリプション] テーブルを選択します。
前提条件のスクリプトに従えば、sns_topic_name はユーザーの sqs_queue_name と同等だと分かり
ます。これは次のように表示されます。

SQS キューでサーバー側の暗号化を有効にした後、追加したフォルダの一部だけがテーブルに表示されま
す。なぜ parquet が一部欠けているのでしょうか。
SQS キューで SSE を有効にする前に Amazon S3 バケットを変更した場合、クローラによって変更が適
用されない可能性があります。S3 バケットにすべての更新を確実にクロールするために、リストモード
(「すべてのフォルダをクロールする」) でクローラーを再度実行します。もう 1 つのオプションは、S3 イ
ベントを有効にして新しいクローラを作成することで、やり直すことです。

クローラーによって設定された Data Catalog テーブ
ルのパラメータ
これらのテーブルプロパティは、AWS Glue クローラーによって設定されます。ユーザーが
classification および compressionType プロパティを使用することを想定しています。テーブルサ
イズの推定値など、その他のプロパティは内部計算に使用されるものであり、その精度やお客様のユース
ケースへの適用性は保証されません。これらのパラメータを変更すると、クローラーの動作が変わる可能
性があるため、このワークフローはサポートされません。
プロパティキー

プロパティ値

UPDATED_BY_CRAWLER

更新を実行するクローラーの名前。

recordCount

ファイルサイズとヘッダーに基づいた、テーブル内の推定レコード数。

スキップヘッダーにスキップされた行数。CSV に分類されたテーブルに設定
skip.header.line.count
します。
内部使用目的
CrawlerSchemaSerializerVersion
classification

クローラーによって推測されたデータの形式。AWS Glue クローラーでサ
ポートされるデータ形式の詳細については、「the section called “AWS Glue
の組み込み分類子” (p. 124)」を参照してください。

内部使用目的
CrawlerSchemaDeserializerVersion
sizeKey

クロールされたテーブル内のファイルの合計サイズ。

averageRecordSize

テーブル内の行の平均サイズ (バイト単位)。

compressionType

テーブル内のデータで使用される圧縮タイプ。AWS Glue クローラーでサ
ポートされる圧縮タイプの詳細については、「the section called “AWS Glue
の組み込み分類子” (p. 124)」を参照してください。

typeOfData

file、table、または view。
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プロパティキー

プロパティ値

objectCount

テーブルの Amazon S3 パスの下にあるオブジェクトの数。

AWS Glue でのクローラーへの分類子の追加
分類子はデータをデータストアに読み取ります。データの形式を認識すると、スキーマが生成されます。
分類子も、形式の認識がどれほど確実かを示す確信度数を返します。
AWS Glue では一連の組み込み分類子が用意されていますが、カスタム分類子を作成することもできま
す。AWS Glue は、クローラ定義で指定した順序で、カスタム分類子を最初に呼び出します。カスタム分
類子から返された結果に応じて、AWS Glue が組み込みの分類子を呼び出す場合もあります。処理中に分
類子が certainty=1.0 を返した場合、正しいスキーマを 100% 確実に作成できることを示しています。
次に、AWS Glue はその分類子の出力を使用します。
分類子が certainty=1.0 を返さない場合、AWS Glue は最も高い確実性を持つ分類子の出力を使用しま
す。どの分類子からも 0.0 以上の確実性が返されない場合、AWS Glue は UNKNOWN のデフォルト分類文
字列を返します。

分類子を使用するタイミング
データストアをクロールして AWS Glue Data Catalog でメタデータテーブルを定義する際に分類子を使
用します。順序が設定された一連の分類子を使用してクローラをセットアップできます。クローラが分
類子を呼び出す際、分類子はデータが認識されるかどうかを判断します。分類子でデータを認識できない
か、100% 確実ではない場合、クローラはリストにある次の分類子を呼び出して、データを認識できるか
どうか判断します。
AWS Glue コンソールを使用して分類子を作成する方法の詳細については、「AWS Glue コンソールでの
分類子の操作 (p. 138)」を参照してください。

カスタム分類子
分類子の出力には、ファイルの分類や形式 (たとえば、json)、およびファイルのスキーマを示す文字列が
含まれます。カスタム分類子の場合は、分類子のタイプに基づいてスキーマを作成するためのロジックを
定義します。分類子のタイプには、grok パターン、XML タグ、および JSON パスに基づくスキーマの定
義が含まれています。
分類子の定義を変更すると、変更前の分類子を使用してクロールしたデータは再分類されません。クロー
ラは、以前にクロールしたデータを追跡します。新しいデータは、更新された分類子で分類されるため、
スキーマが更新される場合があります。データのスキーマが更新された場合は、クローラの実行時に分類
子を更新してスキーマの変更を反映してください。データを再分類して不正な分類子を修正するには、更
新された分類子を使用して新しいクローラを作成します。
AWS Glue でカスタム分類子を作成する方法については、「カスタム分類子の書き込み (p. 127)」を参照
してください。

Note
組み込み分類子のいずれかでデータ形式が認識される場合、カスタム分類子を作成する必要はあ
りません。

AWS Glue の組み込み分類子
AWS Glue は、JSON、CSV、ウェブログ、および多くのデータベースシステムを含む、さまざまな形式
の組み込み分類子を提供します。
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AWS Glue が入力データ形式に適したカスタム分類子を 100% の確実度で検出できない場合、
次の表に示すような順番で組み込み分類子を呼び出します。組み込み分類子は、形式が一致す
るか (certainty=1.0)、または一致しないか (certainty=0.0) どうかを示す結果を返しま
す。certainty=1.0 を持つ最初の分類子は、Data Catalog での分類文字列とメタデータテーブルのス
キーマを提供します。
分類子タイプ

分類文字列

メモ

Apache Avro

avro

ファイルの先頭からスキーマを読み取って形式を判断
します。

Apache ORC

orc

ファイルのメタデータを読み取って形式を判断しま
す。

Apache Parquet

parquet

ファイルの末尾からスキーマを読み取って形式を判断
します。

JSON

json

ファイルの先頭から読み取って形式を判断します。

バイナリ JSON

bson

ファイルの先頭から読み取って形式を判断します。

XML

xml

ファイルの先頭から読み取って形式を判断しま
す。AWS Glue は、ドキュメントの XML タグに基づい
てテーブルスキーマを判定します。
カスタム XML を作成してドキュメントの行を指定する
には、「XML カスタム分類子の書き込み (p. 131)」
を参照してください。

Amazon Ion

ion

ファイルの先頭から読み取って形式を判断します。

Combined Apache ロ
グ

combined_apache

grok パターンを通じてログ形式を判断します。

Apache ログ

apache

grok パターンを通じてログ形式を判断します。

Linux カーネルログ

linux_kernel

grok パターンを通じてログ形式を判断します。

Microsoft ログ

microsoft_log

grok パターンを通じてログ形式を判断します。

Ruby ログ

ruby_logger

ファイルの先頭から読み取って形式を判断します。

Squid 3.x ログ

squid

ファイルの先頭から読み取って形式を判断します。

Redis 監視ログ

redismonlog

ファイルの先頭から読み取って形式を判断します。

Redis ログ

redislog

ファイルの先頭から読み取って形式を判断します。

CSV

csv

次の区切り記号をチェックします。カンマ (,)、パ
イプ (|)、タブ (\t)、セミコロン (;)、および Ctrl-A
(\u0001)。Ctrl-A は Start Of Heading の Unicode
制御文字です。

Amazon Redshift

redshift

JDBC 接続を使用してメタデータをインポートしま
す。

MySQL

mysql

JDBC 接続を使用してメタデータをインポートしま
す。
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分類子タイプ

分類文字列

メモ

PostgreSQL

postgresql

JDBC 接続を使用してメタデータをインポートしま
す。

Oracle データベース

oracle

JDBC 接続を使用してメタデータをインポートしま
す。

Microsoft SQL Server

sqlserver

JDBC 接続を使用してメタデータをインポートしま
す。

Amazon DynamoDB

dynamodb

DynamoDB テーブルからデータを読み取ります。

以下の圧縮形式のファイルは分類できます。
• ZIP (1 つのファイルのみを含むアーカイブでサポートされています)。Zip は他のサービスで十分にサ
ポートされていないことに注意してください (アーカイブのため)。
• BZIP
• GZIP
• LZ4
• Snappy（標準および Hadoop ネイティブの両方の Snappy フォーマットでサポート）

組み込みの CSV 分類子
組み込みの CSV 分類子では、CSV ファイルの内容を解析して AWS Glue テーブルのスキーマを判断しま
す。この分類子は以下の区切り記号を確認します。
• カンマ (,)
• パイプ (|)
• タブ (\t)
• セミコロン (;)
• Ctrl-A (\u0001)
Ctrl-A は Start Of Heading の Unicode 制御文字です。
CSV として分類されるためには、テーブルのスキーマに少なくとも 2 つのデータ列と 2 つのデータ行が
必要です。CSV 分類子では、いくつかのヒューリスティックを使用して特定のファイルにヘッダーがあ
るかどうかを判断します。分類子で最初のデータ行にヘッダーを確認できない場合は、列のヘッダーが
col1、col2、col3 のように表示されます。組み込みの CSV 分類子では、以下のファイルの特性を評価
することで、ヘッダーを推測するかどうかを決めます。
• ヘッダー候補の各列が STRING データ型として解析されます。
• 最後の列を除き、ヘッダー候補の列ごとに 150 文字未満のコンテンツがあります。末尾の区切り記号を
許可するには、ファイル全体で最後の列を空にすることができます。
• ヘッダー候補の各列が、列名に関する AWS Glue regex 要件を満たす必要があります。
• ヘッダー行は、データ行と十分に異なっている必要があります。これを判断するには、1 つ以上の行が
STRING 型以外として解析されることを確認します。すべての列が STRING 型である場合、最初のデー
タ行は以降の行と十分に異なっていないため、ヘッダーとして使用できません。
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Note
組み込みの CSV 分類子で必要な AWS Glue テーブルが作成されない場合は、以下のいずれかの
代替方法を使用できます。
• Data Catalog で列名を変更し、SchemaChangePolicy を LOG に設定して、将来のクローラ
実行に関してパーティションの出力設定を InheritFromTable に設定します。
• データを分類するためのカスタム grok 分類子を作成し、必要な列を割り当てます。
• 組み込みの CSV 分類子では、LazySimpleSerDe をシリアル化ライブラリとして参照する
テーブルを作成します。これは、型の推定に適しています。ただし、CSV データ内に引用符で
囲まれた文字列がある場合は、テーブル定義を編集して SerDe ライブラリを OpenCSVSerDe
に変更します。推定した型を STRING に調整し、SchemaChangePolicy を LOG に設定し
て、将来のクローラ実行に関してパーティションの出力設定を InheritFromTable に設定し
ます。SerDe ライブラリの詳細については、Amazon Athena ユーザーガイドの「SerDe リファ
レンス」を参照してください。

カスタム分類子の書き込み
AWS Glue でデータを分類するためのカスタム分類子を提供できます。grok パターン、XML タ
グ、JavaScript Object Notation (JSON)、またはカンマ区切り値 (CSV) を使用してカスタム分類子を作成
できます。AWS Glue クローラがカスタム分類子を呼び出します。分類子がデータを認識すると、データ
の分類とスキーマがクローラに返されます。組み込みの分類子にデータが一致しない場合、または、ク
ローラにより作成されたテーブルをカスタマイズする場合は、カスタム分類子を定義する必要があるかも
しれません。
AWS Glue コンソールを使用して分類子を作成する方法の詳細については、「AWS Glue コンソールでの
分類子の操作 (p. 138)」を参照してください。
AWS Glue は、組み込みの分類子の前に、指定した順序でカスタム分類子を実行します。クローラがデー
タに一致する分類子を検出すると、分類の文字列とスキーマが AWS Glue Data Catalog に書き込まれる
テーブルの定義で使用されます。
トピック
• Grok カスタム分類子の書き込み (p. 127)
• XML カスタム分類子の書き込み (p. 131)
• JSON カスタム分類子の書き込み (p. 132)
• CSV カスタム分類子の書き込み (p. 137)

Grok カスタム分類子の書き込み
Grok は、一致するパターンによりテキストデータを解析するために使用するツールです。grok パター
ンは名前のついた一連の正規表現 (regex) で、一度に 1 行のデータごとに一致させるために使用されま
す。AWS Glue は grok パターンを使用してデータのスキーマを推測します。grok パターンがデータと一
致すると、AWS Glue はそのパターンを使用してデータの構造を判断し、フィールドにマッピングしま
す。
AWS Glue は数多くの組み込みパターンを提供します。または、独自のパターンを定義することもできま
す。組み込みパターンとカスタム分類子の定義にあるカスタムパターンを使用して grok パターンを作成で
きます。grok パターンをカスタマイズしてカスタムテキストファイル形式を分類できます。

Note
AWS Glue grok カスタム分類子は、AWS Glue Data Catalog で作成されたテーブルの
GrokSerDe シリアル化ライブラリを使用します。AWS Glue Data Catalog で Amazon
Athena、Amazon EMR、または Redshift Spectrum を使用している場合、GrokSerDe のサポー

127

AWS Glue デベロッパーガイド
カスタム分類子の書き込み

トに関する情報については、これらのサービスに関するドキュメントを確認してください。現
在、Amazon EMR と Redshift Spectrum の GrokSerDe を使用して作成されたテーブルのクエリ
を実行する際に問題が発生することがあります。
grok パターンのコンポーネントの基本的な構文を以下に示します。
%{PATTERN:field-name}

名付けられた PATTERN に一致するデータは、スキーマの field-name 列にデフォルトのデー
タ型 string でマッピングされます。必要に応じて、フィールドのデータ型は結果のスキーマの
byte、boolean、double、short、int、long、または float にキャストできます。
%{PATTERN:field-name:data-type}

たとえば、num フィールドを int データ型にキャストするには、以下のパターンを使用することができま
す。
%{NUMBER:num:int}

パターンは他のパターンで構成できます。たとえば、SYSLOG タイムスタンプのパターンを月、日、時間
のパターン (Feb 1 06:25:43 など) で定義できます。このデータの場合、次のパターンを定義できま
す。
SYSLOGTIMESTAMP %{MONTH} +%{MONTHDAY} %{TIME}

Note
grok パターンは、一度に 1 行ずつしか処理できません。複数行のパターンはサポートされていま
せん。また、パターン内の改行はサポートされていません。

AWS Glue のカスタム分類子の値
grok 分類子を定義する場合、AWS Glue に以下の値を指定しカスタム分類子を作成します。
名前
分類子の名前。
分類
分類されたデータの形式を説明するために記述されたテキスト文字列 (例: special-logs)。
Grok パターン
データストアに適用される一連のパターンで、一致があるかどうかを決定します。これらのパターン
は AWS Glue の組み込みパターン (p. 129)と定義されたカスタムパターンによるものです。
grok パターンのシンプルな例を次に示します。
%{TIMESTAMP_ISO8601:timestamp} \[%{MESSAGEPREFIX:message_prefix}\]
%{CRAWLERLOGLEVEL:loglevel} : %{GREEDYDATA:message}

データが TIMESTAMP_ISO8601 と一致すると、スキーマの列 timestamp が作成されます。動作
は、例にある他の名前付きパターンに似ています。
カスタムパターン
独自に定義するオプションのカスタムパターン。これらのパターンは、データを分類する grok パター
ンにより参照されます。データに適用される grok パターンでこれらのカスタムパターンを参照でき
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ます。各カスタムコンポーネントパターンは別々の行にある必要があります。正規表現 (regex) 構文
は、パターンを定義するために使用されます。
以下は、カスタムパターンを使用する例です。
CRAWLERLOGLEVEL (BENCHMARK|ERROR|WARN|INFO|TRACE)
MESSAGEPREFIX .*-.*-.*-.*-.*

最初の名前付きカスタムパターンである CRAWLERLOGLEVEL は、列挙された文字列の 1 つとデータ
が一致するときに一致となります。2 番目のカスタムパターン MESSAGEPREFIX は、メッセージのプ
レフィックス文字列との一致を試みます。
AWS Glue は、作成日時、最終更新時間、分類子のバージョンを追跡します。

AWS Glue 組み込みパターン
AWS Glue は、カスタム分類子を構築するために使用できる多くの一般的なパターンを提供します。分類
子の定義の grok pattern に名前付きパターンを追加します。
次のリストは、各パターンの行です。各行で、パターン名の後に定義があります。正規表現 (regex) 構文
は、パターンを定義するために使用されます。
#<noloc>&GLU;</noloc> Built-in patterns
USERNAME [a-zA-Z0-9._-]+
USER %{USERNAME:UNWANTED}
INT (?:[+-]?(?:[0-9]+))
BASE10NUM (?<![0-9.+-])(?>[+-]?(?:(?:[0-9]+(?:\.[0-9]+)?)|(?:\.[0-9]+)))
NUMBER (?:%{BASE10NUM:UNWANTED})
BASE16NUM (?<![0-9A-Fa-f])(?:[+-]?(?:0x)?(?:[0-9A-Fa-f]+))
BASE16FLOAT \b(?<![0-9A-Fa-f.])(?:[+-]?(?:0x)?(?:(?:[0-9A-Fa-f]+(?:\.[0-9A-Fa-f]*)?)|(?:\.
[0-9A-Fa-f]+)))\b
BOOLEAN (?i)(true|false)
POSINT \b(?:[1-9][0-9]*)\b
NONNEGINT \b(?:[0-9]+)\b
WORD \b\w+\b
NOTSPACE \S+
SPACE \s*
DATA .*?
GREEDYDATA .*
#QUOTEDSTRING (?:(?<!\\)(?:"(?:\\.|[^\\"])*"|(?:'(?:\\.|[^\\'])*')|(?:`(?:\\.|[^\\`])*`)))
QUOTEDSTRING (?>(?<!\\)(?>"(?>\\.|[^\\"]+)+"|""|(?>'(?>\\.|[^\\']+)+')|''|(?>`(?>\\.|[^\
\`]+)+`)|``))
UUID [A-Fa-f0-9]{8}-(?:[A-Fa-f0-9]{4}-){3}[A-Fa-f0-9]{12}
# Networking
MAC (?:%{CISCOMAC:UNWANTED}|%{WINDOWSMAC:UNWANTED}|%{COMMONMAC:UNWANTED})
CISCOMAC (?:(?:[A-Fa-f0-9]{4}\.){2}[A-Fa-f0-9]{4})
WINDOWSMAC (?:(?:[A-Fa-f0-9]{2}-){5}[A-Fa-f0-9]{2})
COMMONMAC (?:(?:[A-Fa-f0-9]{2}:){5}[A-Fa-f0-9]{2})
IPV6 ((([0-9A-Fa-f]{1,4}:){7}([0-9A-Fa-f]{1,4}|:))|(([0-9A-Fa-f]{1,4}:){6}(:[0-9A-Faf]{1,4}|((25[0-5]|2[0-4]\d|1\d\d|[1-9]?\d)(\.(25[0-5]|2[0-4]\d|1\d\d|[1-9]?\d)){3})|:))|
(([0-9A-Fa-f]{1,4}:){5}(((:[0-9A-Fa-f]{1,4}){1,2})|:((25[0-5]|2[0-4]\d|1\d\d|[1-9]?\d)(\.
(25[0-5]|2[0-4]\d|1\d\d|[1-9]?\d)){3})|:))|(([0-9A-Fa-f]{1,4}:){4}(((:[0-9A-Fa-f]{1,4})
{1,3})|((:[0-9A-Fa-f]{1,4})?:((25[0-5]|2[0-4]\d|1\d\d|[1-9]?\d)(\.(25[0-5]|2[0-4]\d|1\d\d|
[1-9]?\d)){3}))|:))|(([0-9A-Fa-f]{1,4}:){3}(((:[0-9A-Fa-f]{1,4}){1,4})|((:[0-9A-Fa-f]{1,4})
{0,2}:((25[0-5]|2[0-4]\d|1\d\d|[1-9]?\d)(\.(25[0-5]|2[0-4]\d|1\d\d|[1-9]?\d)){3}))|:))|
(([0-9A-Fa-f]{1,4}:){2}(((:[0-9A-Fa-f]{1,4}){1,5})|((:[0-9A-Fa-f]{1,4}){0,3}:((25[0-5]|
2[0-4]\d|1\d\d|[1-9]?\d)(\.(25[0-5]|2[0-4]\d|1\d\d|[1-9]?\d)){3}))|:))|(([0-9A-Fa-f]{1,4}:)
{1}(((:[0-9A-Fa-f]{1,4}){1,6})|((:[0-9A-Fa-f]{1,4}){0,4}:((25[0-5]|2[0-4]\d|1\d\d|[1-9]?
\d)(\.(25[0-5]|2[0-4]\d|1\d\d|[1-9]?\d)){3}))|:))|(:(((:[0-9A-Fa-f]{1,4}){1,7})|((:[0-9A-
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Fa-f]{1,4}){0,5}:((25[0-5]|2[0-4]\d|1\d\d|[1-9]?\d)(\.(25[0-5]|2[0-4]\d|1\d\d|[1-9]?\d))
{3}))|:)))(%.+)?
IPV4 (?<![0-9])(?:(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[0-1]?[0-9]{1,2})[.](?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[0-1]?
[0-9]{1,2})[.](?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[0-1]?[0-9]{1,2})[.](?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[0-1]?[0-9]
{1,2}))(?![0-9])
IP (?:%{IPV6:UNWANTED}|%{IPV4:UNWANTED})
HOSTNAME \b(?:[0-9A-Za-z][0-9A-Za-z-_]{0,62})(?:\.(?:[0-9A-Za-z][0-9A-Za-z-_]
{0,62}))*(\.?|\b)
HOST %{HOSTNAME:UNWANTED}
IPORHOST (?:%{HOSTNAME:UNWANTED}|%{IP:UNWANTED})
HOSTPORT (?:%{IPORHOST}:%{POSINT:PORT})
# paths
PATH (?:%{UNIXPATH}|%{WINPATH})
UNIXPATH (?>/(?>[\w_%!$@:.,~-]+|\\.)*)+
#UNIXPATH (?<![\w\/])(?:/[^\/\s?*]*)+
TTY (?:/dev/(pts|tty([pq])?)(\w+)?/?(?:[0-9]+))
WINPATH (?>[A-Za-z]+:|\\)(?:\\[^\\?*]*)+
URIPROTO [A-Za-z]+(\+[A-Za-z+]+)?
URIHOST %{IPORHOST}(?::%{POSINT:port})?
# uripath comes loosely from RFC1738, but mostly from what Firefox
# doesn't turn into %XX
URIPATH (?:/[A-Za-z0-9$.+!*'(){},~:;=@#%_\-]*)+
#URIPARAM \?(?:[A-Za-z0-9]+(?:=(?:[^&]*))?(?:&(?:[A-Za-z0-9]+(?:=(?:[^&]*))?)?)*)?
URIPARAM \?[A-Za-z0-9$.+!*'|(){},~@#%&/=:;_?\-\[\]]*
URIPATHPARAM %{URIPATH}(?:%{URIPARAM})?
URI %{URIPROTO}://(?:%{USER}(?::[^@]*)?@)?(?:%{URIHOST})?(?:%{URIPATHPARAM})?
# Months: January, Feb, 3, 03, 12, December
MONTH \b(?:Jan(?:uary)?|Feb(?:ruary)?|Mar(?:ch)?|Apr(?:il)?|May|Jun(?:e)?|Jul(?:y)?|
Aug(?:ust)?|Sep(?:tember)?|Oct(?:ober)?|Nov(?:ember)?|Dec(?:ember)?)\b
MONTHNUM (?:0?[1-9]|1[0-2])
MONTHNUM2 (?:0[1-9]|1[0-2])
MONTHDAY (?:(?:0[1-9])|(?:[12][0-9])|(?:3[01])|[1-9])
# Days: Monday, Tue, Thu, etc...
DAY (?:Mon(?:day)?|Tue(?:sday)?|Wed(?:nesday)?|Thu(?:rsday)?|Fri(?:day)?|Sat(?:urday)?|
Sun(?:day)?)
# Years?
YEAR (?>\d\d){1,2}
# Time: HH:MM:SS
#TIME \d{2}:\d{2}(?::\d{2}(?:\.\d+)?)?
# TIME %{POSINT<24}:%{POSINT<60}(?::%{POSINT<60}(?:\.%{POSINT})?)?
HOUR (?:2[0123]|[01]?[0-9])
MINUTE (?:[0-5][0-9])
# '60' is a leap second in most time standards and thus is valid.
SECOND (?:(?:[0-5]?[0-9]|60)(?:[:.,][0-9]+)?)
TIME (?!<[0-9])%{HOUR}:%{MINUTE}(?::%{SECOND})(?![0-9])
# datestamp is YYYY/MM/DD-HH:MM:SS.UUUU (or something like it)
DATE_US %{MONTHNUM}[/-]%{MONTHDAY}[/-]%{YEAR}
DATE_EU %{MONTHDAY}[./-]%{MONTHNUM}[./-]%{YEAR}
DATESTAMP_US %{DATE_US}[- ]%{TIME}
DATESTAMP_EU %{DATE_EU}[- ]%{TIME}
ISO8601_TIMEZONE (?:Z|[+-]%{HOUR}(?::?%{MINUTE}))
ISO8601_SECOND (?:%{SECOND}|60)
TIMESTAMP_ISO8601 %{YEAR}-%{MONTHNUM}-%{MONTHDAY}[T ]%{HOUR}:?%{MINUTE}(?::?%{SECOND})?
%{ISO8601_TIMEZONE}?
TZ (?:[PMCE][SD]T|UTC)
DATESTAMP_RFC822 %{DAY} %{MONTH} %{MONTHDAY} %{YEAR} %{TIME} %{TZ}
DATESTAMP_RFC2822 %{DAY}, %{MONTHDAY} %{MONTH} %{YEAR} %{TIME} %{ISO8601_TIMEZONE}
DATESTAMP_OTHER %{DAY} %{MONTH} %{MONTHDAY} %{TIME} %{TZ} %{YEAR}
DATESTAMP_EVENTLOG %{YEAR}%{MONTHNUM2}%{MONTHDAY}%{HOUR}%{MINUTE}%{SECOND}
CISCOTIMESTAMP %{MONTH} %{MONTHDAY} %{TIME}
# Syslog Dates: Month Day HH:MM:SS
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SYSLOGTIMESTAMP %{MONTH} +%{MONTHDAY} %{TIME}
PROG (?:[\w._/%-]+)
SYSLOGPROG %{PROG:program}(?:\[%{POSINT:pid}\])?
SYSLOGHOST %{IPORHOST}
SYSLOGFACILITY <%{NONNEGINT:facility}.%{NONNEGINT:priority}>
HTTPDATE %{MONTHDAY}/%{MONTH}/%{YEAR}:%{TIME} %{INT}
# Shortcuts
QS %{QUOTEDSTRING:UNWANTED}
# Log formats
SYSLOGBASE %{SYSLOGTIMESTAMP:timestamp} (?:%{SYSLOGFACILITY} )?%{SYSLOGHOST:logsource}
%{SYSLOGPROG}:
MESSAGESLOG %{SYSLOGBASE} %{DATA}
COMMONAPACHELOG %{IPORHOST:clientip} %{USER:ident} %{USER:auth} \[%{HTTPDATE:timestamp}\]
"(?:%{WORD:verb} %{NOTSPACE:request}(?: HTTP/%{NUMBER:httpversion})?|%{DATA:rawrequest})"
%{NUMBER:response} (?:%{Bytes:bytes=%{NUMBER}|-})
COMBINEDAPACHELOG %{COMMONAPACHELOG} %{QS:referrer} %{QS:agent}
COMMONAPACHELOG_DATATYPED %{IPORHOST:clientip} %{USER:ident;boolean} %{USER:auth}
\[%{HTTPDATE:timestamp;date;dd/MMM/yyyy:HH:mm:ss Z}\] "(?:%{WORD:verb;string}
%{NOTSPACE:request}(?: HTTP/%{NUMBER:httpversion;float})?|%{DATA:rawrequest})"
%{NUMBER:response;int} (?:%{NUMBER:bytes;long}|-)
# Log Levels
LOGLEVEL ([A|a]lert|ALERT|[T|t]race|TRACE|[D|d]ebug|DEBUG|[N|n]otice|NOTICE|[I|i]nfo|
INFO|[W|w]arn?(?:ing)?|WARN?(?:ING)?|[E|e]rr?(?:or)?|ERR?(?:OR)?|[C|c]rit?(?:ical)?|CRIT?
(?:ICAL)?|[F|f]atal|FATAL|[S|s]evere|SEVERE|EMERG(?:ENCY)?|[Ee]merg(?:ency)?)

XML カスタム分類子の書き込み
XML は、ファイル内のタグを使用してドキュメントの構造を定義します。XML カスタム分類子で、行の
定義に使用されるタグ名を指定できます。

AWS Glue のカスタム分類子の値
XML 分類子を定義する場合、AWS Glue に以下の値を指定し分類子を作成します。この分類子の分類
フィールドは xml に設定してあります。
名前
分類子の名前。
行タグ
XML ドキュメントでテーブル行を定義する XML タグ名、山括弧 < > なし。名前は XML タグ規則に
沿って命名する必要があります。

Note
行データを含む要素は、自動で閉じる空の要素にすることはできません。たとえば、次の空
の要素は によって解析されませんAWS Glue。

<row att1=”xx” att2=”yy” />

空の要素は次のように記述できます。

131

AWS Glue デベロッパーガイド
カスタム分類子の書き込み
<row att1=”xx” att2=”yy”> </row>

AWS Glue は、作成日時、最終更新時間、分類子のバージョンを追跡します。
たとえば、次の XML ファイルがあるとします。筆者と役職の列のみを含む AWS Glue テーブルを作成す
るには、AnyCompany として [行タグ] を使用し、AWS Glue コンソールで分類子を作成します。次に、こ
のカスタム分類子を使用するクローラを追加して実行します。

<?xml version="1.0"?>
<catalog>
<book id="bk101">
<AnyCompany>
<author>Rivera, Martha</author>
<title>AnyCompany Developer Guide</title>
</AnyCompany>
</book>
<book id="bk102">
<AnyCompany>
<author>Stiles, John</author>
<title>Style Guide for AnyCompany</title>
</AnyCompany>
</book>
</catalog>

JSON カスタム分類子の書き込み
JSON は、データ交換形式です。名前と値のペア、または順序付きの値のリストでデータ構造を定義しま
す。JSON カスタム分類子では、データ構造への JSON パスを指定し、それを使用してテーブルのスキー
マを定義できます。

AWS Glue のカスタム分類子の値
JSON 分類子を定義する場合、AWS Glue に以下の値を指定し分類子を作成します。この分類子の分類
フィールドは json に設定してあります。
名前
分類子の名前。
JSON パス
テーブルスキーマを定義するために使用されるオブジェクトを指す JSON パス。JSON パスは、ドッ
ト表記またはブラケット表記で記述できます。以下の演算子がサポートされています。
演
説明
算
子
$JSON オブジェクトのルート要素。すべてのパス式はこれで始まります
*ワイルドカード文字。JSON パスで名前または数値が必要な箇所でいつでも使用可能。
ドット表記の子。JSON オブジェクトの子フィールドを指定します。
.<name>
ブラケット表記の子。JSON オブジェクトの子フィールドを指定します。1 つの子フィールドのみ
['<name>']
を指定できます。
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演
説明
算
子
配列インデックス。インデックスにより配列の値を指定します。
[<number>]
AWS Glue は、作成日時、最終更新時間、分類子のバージョンを追跡します。

Example JSON 分類子を使用して配列からレコードをプルする
JSON データがレコードの配列だとします。たとえば、ファイルの最初の数行は次のようになります。
[

{

"type": "constituency",
"id": "ocd-division\/country:us\/state:ak",
"name": "Alaska"

},
{

"type": "constituency",
"id": "ocd-division\/country:us\/state:al\/cd:1",
"name": "Alabama's 1st congressional district"

},
{

"type": "constituency",
"id": "ocd-division\/country:us\/state:al\/cd:2",
"name": "Alabama's 2nd congressional district"

},
{

"type": "constituency",
"id": "ocd-division\/country:us\/state:al\/cd:3",
"name": "Alabama's 3rd congressional district"

},
{

"type": "constituency",
"id": "ocd-division\/country:us\/state:al\/cd:4",
"name": "Alabama's 4th congressional district"

},
{

"type": "constituency",
"id": "ocd-division\/country:us\/state:al\/cd:5",
"name": "Alabama's 5th congressional district"

},
{

"type": "constituency",
"id": "ocd-division\/country:us\/state:al\/cd:6",
"name": "Alabama's 6th congressional district"

},
{

"type": "constituency",
"id": "ocd-division\/country:us\/state:al\/cd:7",
"name": "Alabama's 7th congressional district"

},
{

"type": "constituency",
"id": "ocd-division\/country:us\/state:ar\/cd:1",
"name": "Arkansas's 1st congressional district"

},
{

"type": "constituency",
"id": "ocd-division\/country:us\/state:ar\/cd:2",
"name": "Arkansas's 2nd congressional district"
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},
{

"type": "constituency",
"id": "ocd-division\/country:us\/state:ar\/cd:3",
"name": "Arkansas's 3rd congressional district"

},
{

]

}

"type": "constituency",
"id": "ocd-division\/country:us\/state:ar\/cd:4",
"name": "Arkansas's 4th congressional district"

組み込み JSON 分類子を使用してクローラを実行する場合、ファイル全体がスキーマを定義するために使
用されます。JSON パスを指定しないので、クローラはデータを 1 つのオブジェクト、つまり、ただの配
列として処理します。たとえば、スキーマは次のようになります。
root
|-- record: array

ただし、JSON 配列の各レコードに基づいたスキーマを作成するには、カスタム JSON 分類子を作成
し、JSON パスを $[*] として指定します。この JSON パスを指定すると、分類子は配列内の 12 レコー
ドすべてに問合せてスキーマを決定します。結果のスキーマには、各オブジェクトに次の例と同様の個別
のフィールドが含まれています。
root
|-- type: string
|-- id: string
|-- name: string

Example JSON 分類子を使用してファイルの一部のみを確認する
JSON データが、http://everypolitician.org/ から取られた JSON ファイルの例 s3://awsgluedatasets/examples/us-legislators/all/areas.json のパターンと同様だとします。JSON ファ
イルのサンプルオブジェクトは、次のようになります。
{

}
{

"type": "constituency",
"id": "ocd-division\/country:us\/state:ak",
"name": "Alaska"
"type": "constituency",
"identifiers": [
{
"scheme": "dmoz",
"identifier": "Regional\/North_America\/United_States\/Alaska\/"
},
{
"scheme": "freebase",
"identifier": "\/m\/0hjy"
},
{
"scheme": "fips",
"identifier": "US02"
},
{
"scheme": "quora",
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"identifier": "Alaska-state"
},
{
"scheme": "britannica",
"identifier": "place\/Alaska"
},
{
"scheme": "wikidata",
"identifier": "Q797"
}

}

],
"other_names": [
{
"lang": "en",
"note": "multilingual",
"name": "Alaska"
},
{
"lang": "fr",
"note": "multilingual",
"name": "Alaska"
},
{
"lang": "nov",
"note": "multilingual",
"name": "Alaska"
}
],
"id": "ocd-division\/country:us\/state:ak",
"name": "Alaska"

組み込み JSON 分類子を使用してクローラを実行する場合、ファイル全体がスキーマを作成するために使
用されます。最終的に次のようなスキーマになります。
root
|-- type: string
|-- id: string
|-- name: string
|-- identifiers: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- scheme: string
|
|
|-- identifier: string
|-- other_names: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- lang: string
|
|
|-- note: string
|
|
|-- name: string

ただし、「id」オブジェクトだけを使用してスキーマを作成するには、カスタム JSON 分類子を作成
し、JSON パスを $.id と指定します。その後、スキーマは「id」フィールドのみに基づくものとなりま
す。
root
|-- record: string

このスキーマで抽出されたデータの最初の数行は次のようになります。
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{"record":
{"record":
{"record":
{"record":
{"record":
{"record":
{"record":
{"record":
{"record":
{"record":
{"record":
{"record":
{"record":
{"record":
{"record":
{"record":
{"record":
{"record":
{"record":
{"record":

"ocd-division/country:us/state:ak"}
"ocd-division/country:us/state:al/cd:1"}
"ocd-division/country:us/state:al/cd:2"}
"ocd-division/country:us/state:al/cd:3"}
"ocd-division/country:us/state:al/cd:4"}
"ocd-division/country:us/state:al/cd:5"}
"ocd-division/country:us/state:al/cd:6"}
"ocd-division/country:us/state:al/cd:7"}
"ocd-division/country:us/state:ar/cd:1"}
"ocd-division/country:us/state:ar/cd:2"}
"ocd-division/country:us/state:ar/cd:3"}
"ocd-division/country:us/state:ar/cd:4"}
"ocd-division/country:us/state:as"}
"ocd-division/country:us/state:az/cd:1"}
"ocd-division/country:us/state:az/cd:2"}
"ocd-division/country:us/state:az/cd:3"}
"ocd-division/country:us/state:az/cd:4"}
"ocd-division/country:us/state:az/cd:5"}
"ocd-division/country:us/state:az/cd:6"}
"ocd-division/country:us/state:az/cd:7"}

JSON ファイルの「identifier」のように、深くネストされたオブジェクトに基づいてスキーマを作成
するには、カスタム JSON 分類子を作成して JSON パスを $.identifiers[*].identifier と指定し
ます。スキーマは前の例と似ていますが、JSON ファイル内の別のオブジェクトに基づいています。
スキーマは次のようになります。
root
|-- record: string

テーブルからのデータの最初の数行のリストには、スキーマが「identifier」オブジェクトのデータに
基づくものであることが示されます。
{"record":
{"record":
{"record":
{"record":
{"record":
{"record":
{"record":
{"record":
{"record":
{"record":
{"record":
{"record":
{"record":
{"record":
{"record":
{"record":
{"record":
{"record":
{"record":
{"record":

"Regional/North_America/United_States/Alaska/"}
"/m/0hjy"}
"US02"}
"5879092"}
"4001016-8"}
"destination/alaska"}
"1116270"}
"139487266"}
"n79018447"}
"01490999-8dec-4129-8254-eef6e80fadc3"}
"Alaska-state"}
"place/Alaska"}
"Q797"}
"Regional/North_America/United_States/Alabama/"}
"/m/0gyh"}
"US01"}
"4829764"}
"4084839-5"}
"161950"}
"131885589"}

JSON ファイルの「name」配列の「other_names」フィールドのように、別の深くネストされた
オブジェクトに基づいてテーブルを作成するには、カスタム JSON 分類子を作成して JSON パスを
$.other_names[*].name と指定します。スキーマは前の例と似ていますが、JSON ファイル内の別の
オブジェクトに基づいています。スキーマは次のようになります。
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root
|-- record: string

テーブルからのデータの最初の数行のリストには、「name」配列内の「other_names」オブジェクトの
データに基づくものであることが示されます。
{"record":
{"record":
{"record":
{"record":
{"record":
{"record":
{"record":
{"record":
{"record":
{"record":
{"record":
{"record":
{"record":
{"record":
{"record":
{"record":
{"record":
{"record":
{"record":
{"record":

"Alaska"}
"Alaska"}
"Аляска"}
"Alaska"}
"Alaska"}
"Alaska"}
"Alaska"}
"Alaska"}
"Alaska"}
"######"}
"######"}
"######"}
"Alaska"}
"Alyaska"}
"Alaska"}
"Alaska"}
"Штат Аляска"}
"Аляска"}
"Alaska"}
"#######"}

CSV カスタム分類子の書き込み
カスタム CSV 分類子を使用すると、カスタム csv 分類子フィールドの各列のデータ型を指定できます。
各列のデータ型をコンマで区切って指定できます。データ型を指定することで、クローラーが推測した
データ型を上書きし、データが適切に分類されるようにすることができます。カスタム分類子を作成する
と、その分類子を別のクローラーで再利用することもできます。
•
• ヘッダーのみ (データなし) の csv ファイルの場合、十分な情報が提供されないため、これらのファイル
は UNKNOWN に分類されます。[Column headings] (列見出し) オプションで CSV の[Has headings](見
出しあり) を指定し、データ型を指定すると、これらのファイルを正しく分類できます。
カスタム CSV 分類子を使用して、さまざまな種類の CSV データのスキーマを推測できます。分類子に指
定できるカスタム属性には、区切り文字、ヘッダーに関するオプション、およびデータに対して特定の検
証を実行するかどうかなどがあります。

AWS Glue のカスタム分類子の値
CSV 分類子を定義する場合、AWS Glue に以下の値を入力して分類子を作成します。この分類子の分類
フィールドは csv に設定してあります。
名前
分類子の名前。
列の区切り文字
行内の各列エントリを区切るものを示すカスタム記号。
引用記号
コンテンツを単一の列の値に結合するものを示すカスタム記号。列の区切り文字とは異なる必要があ
ります。
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列見出し
CSV ファイルで列見出しを検出する方法の動作を示します。カスタム CSV ファイルに列見出しがあ
る場合は、列見出しのカンマ区切りリストを入力します。
処理オプション: 単一列のファイルを許可します
1 つの列のみを含むファイルの処理を有効にします。
処理オプション: 列値を識別する前に空白を削除します
列の値の型を識別する前に値をトリミングするかどうかを指定します。
カスタムデータ型 – オプション
カスタムデータ型をコンマで区切って入力します。CSV ファイル内のカスタムデータ型を指定し
ます。カスタムデータ型は、サポートされているデータ型である必要があります。サポートされ
ているデータ型は、「BINARY」、「BOOLEAN」、「DATE」、「DECIMAL」、「DOUBLE」、
「FLOAT」、「INT」、「LONG」、「SHORT」、「STRING」、「TIMESTAMP」です。サポート
されていないデータ型の場合、エラーが表示されます。

AWS Glue コンソールでの分類子の操作
分類子は、データのスキーマを決定します。カスタムの分類子を記述し、AWS Glue から指定します。

分類子の表示
作成したすべての分類子のリストを表示するには、https://console.aws.amazon.com/glue/ で AWS Glue コ
ンソールを開き、[Classifiers] (分類子) タブを選択します。
リストには、各分類子に関する次のプロパティが表示されます。
• 分類子 – 分類子名。分類子を作成するときは、その名前を指定する必要があります。
• 分類 – この分類子によって推測されたテーブルの分類タイプ。
• 最終更新 – 分類子が最後に更新された時刻。

分類子の管理
コンソールの [ClassifiersAWS Glue] (分類子) リストから、分類子の追加、編集、削除ができます。分類子
の詳細を表示するには、リスト内の分類子名を選択します。詳細には、分類子を作成したときに定義した
情報が含まれます。

分類子の作成
AWS Glue コンソールに分類子を追加するには、[Add classifier (分類子を追加)] を選択します。分類子を
定義する場合、以下の値を指定します。
• 分類子名 – 分類子の一意の名前を指定します。
• 分類子タイプ – この分類子によって推測されたテーブルの分類タイプ。
• 最終更新 – 分類子が最後に更新された時刻。
分類子名
分類子の一意の名前を指定します。
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分類子タイプ
作成する分類子のタイプを選択します。
選択した分類子のタイプに応じて、分類子の次のプロパティを設定します。
Grok
• 分類
分類されたデータの形式またはタイプを記述、またはカスタムラベルを指定します。
• Grok パターン
これを使用してデータを解析して構造化スキーマにします。grok パターンは、データストアの形式
を記述する名前付きパターンで構成されています。この grok パターンは、AWS Glue によって提供
された名前付きの組み込みパターンと、[Custom patterns (カスタムパターン)] フィールドに書き込
み、含まれるカスタムパターンを使用して書き込みます。grok デバッガーの結果は AWS Glue の結
果と正確には一致しませんが、grok デバッガーでサンプルデータを使用してパターンを試すことを
お勧めします。ウェブ上で grok デバッガーを見つけることができます。AWS Glue によって提供さ
れる名前付き組み込みパターンは、一般にウェブ上で利用可能な grok パターンと互換性がありま
す。
名前付きパターンを反復的に追加して grok パターンを作成し、デバッガーで結果を確認します。こ
のアクティビティを使用すると、AWS Glue クローラが grok パターンを実行するときにデータを解
析できるという確信が得られます。
• カスタムパターン
grok 分類子の場合、これらは、記述した [Grok pattern] (Grok パターン) のオプションの構成要素
です。組み込みのパターンでデータを解析できない場合は、カスタムパターンを記述する必要があ
ります。これらのカスタムパターンはこのフィールドで定義され、[Grok pattern] (Grok パターン)
フィールドで参照されます。各カスタムパターンは個別の行に定義されています。組込みパターン
と同様に、[regular expression (regex)] (正規表現) 構文を使用する名前付きパターン定義で構成され
ています。
たとえば、次の MESSAGEPREFIX という名前は、その後に正規表現の定義が続いてデータに適用さ
れ、パターンに従っているかどうかが判断されます。
MESSAGEPREFIX .*-.*-.*-.*-.*

XML
• 行タグ
XML 分類子では、これは XML 文書のテーブル行を定義する XML タグの名前です。山括弧 < > を
付けずに名前を入力します。名前は XML タグ規則に沿って命名する必要があります。
詳しくは、「XML カスタム分類子の書き込み (p. 131) 」を参照してください。
JSON
• JSON パス
JSON 分類子の場合、これは、作成するテーブルの行を定義するオブジェクト、配列、または値へ
の JSON パスです。名前をドットで入力するか、AWS Glue でサポートされる演算子を使用して
JSON 構文を括弧で囲んでください。
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詳細については、「JSON カスタム分類子の書き込み (p. 132)」の演算子のリストを参照してくだ
さい。
CSV
• 列の区切り文字
行内の各列エントリの区切りを示す単一の文字または記号。リストから区切り文字または記号を選
択するか、Other を選択して、カスタム区切り文字または記号を入力します。
• 引用記号
コンテンツを結合して単一の列の値にすることを示す単一の文字または記号。列の区切り文字とは
異なる必要があります。リストから引用記号を選択するか、Other を選択して、カスタム引用文字
を入力します。
• 列見出し
CSV ファイルで列見出しを検出する方法の動作を示します。Has headings、No headings また
は Detect headings を選択できます。カスタム CSV ファイルに列見出しがある場合は、列見出
しのカンマ区切りリストを入力します。
• 単一列のファイルを許可
CSV とみなされるためには、データが 2 列以上かつ 2 行以上必要です。このオプションを使用する
と、1 つの列のみを含むファイルが処理できます。
• 列の値を識別する前に空白を削除
このオプションによって、列の値のタイプを識別する前に値の空白を削除するかどうかを指定しま
す。
• カスタムデータ型
(オプション) – カスタムデータ型をカンマ区切りリストに入力します。サポートされているデータ
型は、「BINARY」、「BOOLEAN」、「DATE」、「DECIMAL」、「DOUBLE」、「FLOAT」、
「INT」、「LONG」、「SHORT」、「STRING」、「TIMESTAMP」です。
(詳しくは、「カスタム分類子の書き込み (p. 127)」を参照してください。)

AWS Glue スキーマレジストリ
AWS Glue Schema Registry は、データストリームスキーマを一元的に検出、制御し、発展させる
ことができる新機能です。スキーマは、データレコードの構造と形式を定義します。AWS Glue の
Schema Registry を使用すると Amazon Managed Streaming for Apache Kafka、Amazon Kinesis Data
Streams、Amazon Kinesis Data Analytics for Apache Flink、および AWS Lambda など、Apache Kafka と
の便利な統合を使用しながら、データストリーミングアプリケーションのスキーマを管理し、適用するこ
とができます。
AWS Glue の Schema Registry では、AVRO (v1.10.2) データ形式、Everit ライブラリによる JSON スキー
マ検証を含むスキーマ (Draft-04、Draft-06、および Draft-07 仕様) 用の JSON スキーマ形式を使用する
JSON データ形式、extensions と groups のサポートが含まれない Protocol Buffers (Protobuf) バー
ジョンの proto2 と proto3、および Java言語の利用などをサポートしており、今後は他のデータ形式や言
語にも対応していきます。サポートされている機能には、互換性、メタデータを介したスキーマのソー
シング、スキーマの自動登録、IAM 互換性が含まれます。さらにオプションで ZLIB 圧縮を使用すること
で、ストレージとデータ転送の削減が行えます。AWS GlueSchema Registry はサーバーレスで使用は無料
です。
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プロデューサとコンシューマの間のデータ形式契約としてスキーマを使用すると、データガバナンスおよ
びデータ品質の向上につながります。さらにデータのコンシューマは、上流で行われる互換性に関する変
更に対する復旧力を得ることができます。
Schema Registry を使用すると、異なるシステムで、シリアル化と非シリアル化用のスキーマを共有でき
ます。例えば、データのプロデューサーとコンシューマーを考えてみます。データの公開時、プロデュー
サーはスキーマを把握しています。Schema Registry は、Amazon MSK や Apache Kafka などの特定のシ
ステム用に、シリアル化と非シリアル化の機能を提供します。
詳しくは、「Schema Registry のしくみ (p. 147) 」を参照してください。
トピック
• スキーマ (p. 141)
• レジストリ (p. 143)
• スキーマのバージョニングと互換性 (p. 143)
• オープンソース Serde ライブラリ (p. 147)
• Schema Registry のクォータ (p. 147)
• Schema Registry のしくみ (p. 147)
• Schema Registry の使用開始 (p. 148)
• AWS Glue Schema Registry との統合 (p. 166)
• サードパーティー製のスキーマレジストリから AWS Glue Schema Registry への移行 (p. 184)

スキーマ
スキーマは、データレコードの構造と形式を定義します。スキーマは、信頼性の高いデータの公開、利
用、または保存のための仕様をバージョニングしたものです。
この例の Avro のスキーマでは、形式と構造はレイアウトとフィールド名によって定義され、フィールド
名の形式はデータ型 (例:string、int) により定義されています
{

"type": "record",
"namespace": "ABC_Organization",
"name": "Employee",
"fields": [
{
"name": "Name",
"type": "string"
},
{
"name": "Age",
"type": "int"
},
{
"name": "address",
"type": {
"type": "record",
"name": "addressRecord",
"fields": [
{
"name": "street",
"type": "string"
},
{
"name": "zipcode",
"type": "int"
}
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}

]

}

}

]

この例で使用している、JSON の JSON Schema Draft-07 では、形式を JSON Schema organization が定
義しています。
{

"$id": "https://example.com/person.schema.json",
"$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
"title": "Person",
"type": "object",
"properties": {
"firstName": {
"type": "string",
"description": "The person's first name."
},
"lastName": {
"type": "string",
"description": "The person's last name."
},
"age": {
"description": "Age in years which must be equal to or greater than zero.",
"type": "integer",
"minimum": 0
}
}

}

この例の Protobuf では、データ形式を Protocol Buffers l言語のバージョン 2 (proto2) で定義しています。
syntax = "proto2";
package tutorial;
option java_multiple_files = true;
option java_package = "com.example.tutorial.protos";
option java_outer_classname = "AddressBookProtos";
message Person {
optional string name = 1;
optional int32 id = 2;
optional string email = 3;
enum PhoneType {
MOBILE = 0;
HOME = 1;
WORK = 2;
}
message PhoneNumber {
optional string number = 1;
optional PhoneType type = 2 [default = HOME];
}
}

repeated PhoneNumber phones = 4;

message AddressBook {
repeated Person people = 1;
}
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レジストリ
レジストリはスキーマの論理コンテナです。レジストリを使用すると、スキーマを整理したり、アプリ
ケーションのアクセス制御を管理したりできます。レジストリは Amazon リソースネーム (ARN) を持って
おり、これにより、レジストリ内のスキーマ操作に対するさまざまなアクセス許可の整理と設定を可能に
しています。
レジストリはデフォルトのまま使用することも可能ですが、必要な数の新しいレジストリを作成すること
もできます。

AWS Glue Schema Registry での階層
• RegistryName: [string]
• RegistryArn: [AWS ARN]
• CreatedTime: [timestamp]
• UpdatedTime: [timestamp]
• SchemaName: [string]
• SchemaArn: [AWS ARN]
• DataFormat: [Avro 、Json、Protobuf]
• Compatibility:
[例、BACKWARD、BACKWARD_ALL、FORWARD、FORWARD_ALL、FULL、FULL_ALL、NONE、DISABLED]
• Status: [例、PENDING、AVAILABLE、DELETING]
• SchemaCheckpoint: [integer]
• CreatedTime: [timestamp]
• UpdatedTime: [timestamp]
• SchemaVersion: [string]
• SchemaVersionNumber: [integer]
• Status: [例、PENDING、AVAILABLE、DELETING、FAILURE]
• SchemaDefinition: [string, Value: JSON]
• CreatedTime: [timestamp]
• SchemaVersionMetadata: [list]
• MetadataKey: [string]
• MetadataInfo
• MetadataValue: [string]
• CreatedTime: [timestamp]

スキーマのバージョニングと互換性
各スキーマは、複数のバージョン作成することができます。バージョニングは、スキーマに適用される互
換性ルールによって制御されます。新しいスキーマバージョンの登録に関するリクエストについては、こ
の規則に対するチェックが Schema Registry により行われ後で処理が続行されます。
チェックポイントとしてマークされたスキーマバージョンは、スキーマの新しいバージョンを登録する際
の互換性判断のために使用されます。スキーマが最初に作成されると、最初のバージョンがデフォルトの
チェックポイントになります。スキーマのバージョンが増加した場合には、CLI/SDK により、一連の制約
に従う UpdateSchema APIを使用しながら、チェックポイントに使用するスキーマのバージョンを変更で
きます。デフォルトでは、コンソールでスキーマの定義または互換モードを編集することで、チェックポ
イントが最新バージョンに変更されます。
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互換モードを使用すると、スキーマを時間の経過とともにどのように増加させるか、
あるいは増加させないかを制御できます。これらのモードは、データのプロデューサお
よびコンシューマである、アプリケーション間の契約を形成します。スキーマの新しい
バージョンがレジストリに送信されると、そのスキーマ名に適用されている互換性規則
を使用して、新しいバージョンの受け付が可能かどうかが判断されます。互換モードに
は、NONE、DISABLED、BACKWARD、BACKWARD_ALL、FORWARD、FORWARD_ALL、FULL、FULL_ALL
の 8 種類があります
Avro データ形式では、フィールドはオプションまたは必須の両方の場合があります。フィールドがオプ
ションの場合、Type には null が含まれます。必須フィールドでは、Type は null に設定されません。
Protobuf のデータ形式の場合、 proto2 構文ではフィールドを (繰り返しを含み) オプションまたは必須に
することができます。一方、proto3 構文ではすべてのフィールドが (繰り返しを含み) オプションとなりま
す。すべての互換性ルールは、Protocol Buffers の仕様と、Google の Protocol Buffers ドキュメントを詳細
に把握した上で定義されています。
• NONE: 互換モードは適用されません。このモードは、開発向けのシナリオか、スキーマに適用する互換
モードがわからない場合に使用できます。新しいバージョンが追加されたとき、互換性チェックを受け
ずに受け入れられます。
• DISABLED: 互換性についてこの選択をすると、特定のスキーマのバージョン管理が不要になります。新
しいバージョンを追加することはできません。
• BACKWARD: これは推奨の互換性モードで、コンシューマは、現在および過去のスキーマバージョンの
両方からの読み取りが可能です。このモードを使用すると、フィールドの削除や任意のフィールドの追
加を行う際に、以前のスキーマバージョンとの互換性をチェックできます。アプリケーションが最新の
スキーマ用に作成された場合などが、BACKWARD の一般的なユースケースです。
AVRO
例えば、名前 (必須)、姓 (必須)、E メール (必須)、電話番号 (オプション) で定義されているスキーマが
あるとします。
次のスキーマバージョンで、必須である E メールフィールドが削除されたとしても、これは正常に登録
されます。後方互換性のために、コンシューマは、現在および 1 つ前のスキーマバージョンを読み取れ
ることが必要です。古いメッセージの余分な E メールフィールドが無視されるため、コンシューマーは
新しいスキーマを読み取ることができます。
仮に、郵便番号などのフィールドを必須として追加する新しいスキーマバージョンが提案された場
合、BACKWARD の互換モードでは正常に登録されません。新しいバージョンのコンシューマーは、必
須な郵便番号フィールドを含まない、スキーマが変更される前の古いメッセージを読み取ることができ
ないためです。ただし、新しいスキーマで郵便番号フィールドがオプションとして設定されていれば、
提案されたバージョンは正常に登録されます。郵便番号フィールドはオプションなので、コンシュー
マーはこのフィールドなしでも古いスキーマを読み取れるためです。
JSON
例えば、あるスキーマバージョンが、名 (オプション)、姓 (オプション)、E メール (オプション)、電話
番号 (オプション)で定義されているとします。
仮に、次に続くスキーマバージョンで電話番号プロパティがオプションとして追加された場合でも、
元のスキーマバージョンで additionalProperties フィールドを false に設定しプロパティの追加
を禁止しているのであれば、この新しいバージョンは正しく登録されます。後方互換性のために、コン
シューマは、現在および 1 つ前のスキーマバージョンを読み取れることが必要です。コンシューマは、
電話番号プロパティが存在しない元のスキーマで生成されたデータを読み取ることができます。
BACKWARD の互換モードで、オプションの電話番号プロパティを追加する新しいスキーマバージョン
が提案された際に、元のスキーマバージョンで additionalProperties フィールドを true に設定し
任意のプロパティの追加を許可していると、このバージョンは正しく登録されません。新しいバージョ
ンのコンシューマは、スキーマが変更される前の古いメッセージを読み取ることができません。これ
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は、別の型 (数ではなく文字列など) で記述された電話番号プロパティデータを、読み取ることができな
いためです。
PROTOBUF
例えば、first name (必須)、last name (必須)、email (必須) phone number (オプション) フィー
ルドを持つ、proto2 構文の Message Person で定義されているスキーマバージョンを考えます。
AVRO での場合と同様に、次に続くスキーマバージョンで、必須である email フィールドが削除され
たとしても、これは正常に登録されます。後方互換性のために、コンシューマは、現在および 1 つ前の
スキーマバージョンを読み取れることが必要です。古いメッセージでは、余分な email フィールドが無
視されるため、コンシューマーは新しいスキーマを読み取ることができます。
BACKWARD の互換モードでは、仮に zip code などのフィールドを必須として追加する新しいスキー
マバージョンが提案された場合、これは正常に登録されません。スキーマが変更される前の古いメッ
セージには、必須な zip code フィールドが含まていないため、新しいバージョンのコンシューマー
は、そのメッセージを読み取ることができないためです。ただし、新しいスキーマで zip code フィー
ルドがオプションとして設定されていれば、提案されたバージョンは正常に登録されます。zip code
フィールドはオプションなので、コンシューマーはこのフィールドなしでも古いスキーマを読み取れま
す。
gRPC ユースケースの場合、新しい RPC サービスまたは RPC メソッドを追加することで、後方互換性
が変更されます。例えば、2 つの RPC メソッド Foo および Bar を使用する RPC サービス MyService
で定義されている、スキーマバージョンがあるとします。
次に続くスキーマバージョンで、Baz という新しい RPC メソッドが追加された場合、これは正常に登
録されます。新しく追加された RPC メソッド Baz はオプションのため、コンシューマーは元のスキー
マで生成されたデータを、BACKWARD 互換性に従って読み取ることができます。
提案された新しいスキーマバージョンで、既存の RPC メソッド Foo を削除する場合、BACKWARD 互
換性では正常に登録されません。新しいバージョンのコンシューマーは、スキーマが変更される前の古
いメッセージを読み取ることができません。これは、gRPC アプリケーション内に RPC メソッド Foo
が存在せず、データを理解して読み取れないためです。
• BACKWARD_ALL: この互換モードでは、コンシューマは現在および過去のすべてのスキーマバージョン
の読み取りが可能です。このモードを使用すると、フィールドを削除したり任意のフィールドを追加す
る際に、以前のすべてのスキーマバージョンとの互換性をチェックできます。
• FORWARD: この互換モードにより、コンシューマは現在とその次のスキーマバージョンの両方を読み
取ることができますが、それより後に続くバージョンを必ずしも読み取れる訳ではありません。この
オプションを使用すると、フィールドを追加したり、任意のフィールドを削除したりする際に、最新の
スキーマバージョンとの互換性をチェックできます。過去のスキーマ用に作成されたアプリケーション
が、より新しいスキーマを処理できる必要がある場合などが、FORWARD の一般的なユースケースで
す。
AVRO
例として、名前 (必須)、姓 (必須)、E メール (オプション) で定義されているスキーマバージョンを考え
ます。
この場合、電話番号などのフィールドを必須として追加する新しいスキーマバージョンは正常に登録さ
れます。FORWARD 互換モードでは、新しいスキーマで生成されたデータを、コンシューマーが以前の
バージョンを使用して読み取れることが必要です。
必須である名 (ファーストネーム) のフィールドを削除するスキーマバージョンが提案されとして
も、FORWARD 互換モードでは正常に登録されません。名の必須フィールドがないので、以前のバー
ジョンのコンシューマーが提案されたスキーマを読み取ることができなくなるためです。しかし、名
(ファーストネーム) のフィールドが本来オプションであれば、オプションの名のフィールドを持たない
新しいスキーマに基づいたデータをコンシューマーが読み取りできるため、提案された新しいスキーマ
は正常に登録されます。
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JSON
例えば、あるスキーマバージョンが、名 (オプション)、姓 (オプション)、E メール (オプション)、電話
番号 (オプション)で定義されているとします。
オプションの電話番号プロパティを削除する新しいスキーマバージョンの場合、このスキーマバージョ
ンで additionalProperties フィールドを false に設定しプロパティの追加を禁止しているのであれ
ば、正しく登録されます。FORWARD 互換モードでは、新しいスキーマで生成されたデータを、コン
シューマーが以前のバージョンを使用して読み取れることが必要です。
オプションの電話番号プロパティを削除するスキーマバージョンが提案された際に、この新しいスキー
マバージョンで additionalProperties フィールドを true に設定し任意のプロパティの追加を許
可していると、FORWARD の互換モードでは正しく登録されません。提案されたスキーマが、異なる
型 (数ではなく文字列など) の電話番号プロパティを持つ場合には、以前のバージョンを使用するコン
シューマで、このスキーマの読み取りが不可能になるためです。
PROTOBUF
例えば、first name (必須)、last name (必須)、email (オプション) のフィールドを持つ、proto2
構文の Message Person で定義されているスキーマバージョンを考えます。
AVRO の場合と同様に、phone number などの必須フィールドを追加する新しいスキーマバージョン
の場合、これは正常に登録されます。FORWARD 互換モードでは、新しいスキーマで生成されたデータ
を、コンシューマーが以前のバージョンを使用して読み取れることが必要です。
必須である名 first name フィールドを削除するスキーマバージョンが提案されとして
も、FORWARD 互換モードでは正常に登録されません。必須である first name フィールドがないの
で、以前のバージョンのコンシューマーは、提案されたスキーマを読み取ることができなくなるため
です。しかし、first name フィールドが本来オプションであれば、新しいスキーマに first name
フィールドがないとしてもこれはオプションであるため、コンシューマーはこのスキーマ基づいたデー
タを読み取ることが可能であり、したがって提案された新しいスキーマは正常に登録されます。
gRPC ユースケースの場合、RPC サービスまたは RPC メソッドを削除すると、前方互換性が変更され
ます。例えば、2 つの RPC メソッド Foo および Bar を使用する RPC サービス MyService で定義さ
れている、スキーマバージョンがあるとします。
次に続くスキーマバージョンが、Foo という名前の既存の RPC メソッドを削除する場合も、これは
FORWARD 互換性に従って正常に登録されます。コンシューマーは、新しいスキーマで生成されたデー
タを、以前のバージョンを使用して読み取ることが可能です。RPC メソッド Baz を追加するスキーマ
バージョンが提案され場合、これは FORWARD 互換モードでは正常に登録されません。RPC メソッド
Baz がないので、以前のバージョンのコンシューマーは、この提案されたスキーマを読み取ることがで
きないためです。
• FORWARD_ALL: この互換モードでは、任意の新しい登録済みスキーマのプロデューサーによって書き
込まれたデータを読み取ることを、コンシューマに許可します。この選択は、フィールドを追加した
り、オプションフィールドを削除したり、以前のすべてのスキーマバージョンとの互換性を確認したり
する必要がある場合に使用できます。
• FULL: この互換モードにより、コンシューマーは、1 つ前または次のバージョンのスキーマを使用する
プロデューサーによって書き込まれたデータを読み取ることができますが、それ以前またはそれ以降
のバージョンについては読み取れません。このモードでは、任意のフィールドを追加または削除する際
に、最新のスキーマバージョンとの互換性をチェックできます。
• FULL_ALL: この互換モードにより、コンシューマーは、過去の任意のスキーマバージョンを使用する
プロデューサーによって書き込まれたデータを読み取ることができます。このモードは、オプションの
フィールドを追加または削除する際に、過去のすべてのスキーマバージョンとの互換性をチェックする
ために使用できます。

146

AWS Glue デベロッパーガイド
オープンソース Serde ライブラリ

オープンソース Serde ライブラリ
AWS では、データをシリアル化および非シリアル化するためのフレームワークとして、オープンソースの
Serde ライブラリが用意されています。このオープンソースなライブラリ設計により、一般的なオープン
ソースのアプリケーションやフレームワークが、それぞれのプロジェクトでこれらのライブラリをサポー
トできるようにしています。
Serde ライブラリの仕組みの詳細については、「Schema Registry のしくみ (p. 147)」を参照してくださ
い。

Schema Registry のクォータ
AWS のクォータ (制限とも呼ばれます) は、AWS アカウントのリソース、アクション、および制限の最大
値です。以下に、AWS Glue の Schema Registry におけるソフト制限を示します。
レジストリ
AWS リージョンごとの各 AWS アカウントで、最大 10 個のレジストリを使用できます。
SchemaVersion
AWS リージョンごとの各 AWS アカウントで、最大 1000 個のスキーマバージョンを使用できます。
新しいスキーマごとに新しいスキーマバージョンが作成されます。したがって、各スキーマにバージョン
が 1 つしかないのであれば、理論上、リージョンごとの各アカウントで、最大 1000 個までのスキーマを
使用できます。
スキーマバージョンのメタデータでのキー値ペアの数。
AWS リージョンごとの各 SchemaVersion において、最大 10 個のキーと値のペアを使用できます。
メタデータでのキーと値のペアは、QuerySchemaVersionMetadata アクション (Python:
query_schema_version_metadata) (p. 969) または PutSchemaVersionMetadata アクション (Python:
put_schema_version_metadata) (p. 968) APIを使用して表示または設定できます。
AWS Glue の Schema Registry でのハード制限は次のとおりです。
スキーマペイロード
スキーマペイロードには、170 KB のサイズ制限があります。

Schema Registry のしくみ
このセクションでは、Schema Registry でのシリアル化および非シリアル化プロセスの仕組みについて説
明します。
1. スキーマの登録: スキーマがレジストリにまだ存在しない場合、スキーマを保存先の名前と同じス
キーマ名で登録することができます (test_topic、test_stream、prod_firehose など)。あるいは、
プロデューサーがスキーマのカスタム名を指定することも可能です。プロデューサーは、source:
msk_kafka_topic_A などのメタデータとしてスキーマにキーと値のペアを追加したり、スキーマ作成時
に AWS タグをそのスキーマに追加したりできます。スキーマが登録されると、Schema Registry はス
キーマのバージョン ID をシリアライザに返します。スキーマが存在するものの、シリアライザが存在
しない新しいバージョンを使用している場合、それを新しいバージョンとして登録する前に、Schema
Registry はスキーマ参照で互換性ルールを確認して、新しいバージョンに関する互換性を確保します。
スキーマの登録には、手動登録と自動登録の 2 つの方法があります。スキーマを手動で登録するに
は、AWS Glue コンソールまたは CLI/SDK を使用します。
シリアライザ設定で自動登録が有効化されている場合は、スキーマの自動登録が実行されます。プ
ロデューサ設定で REGISTRY_NAME が指定されていない場合、自動登録はデフォルトのレジストリ
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(default-registry) の下に新しいスキーマバージョンを登録します。自動登録プロパティの指定について
は、「SerDe ライブラリのインストール (p. 149)」を参照してください。
2. シリアライザがスキーマに関してデータレコードを検証: データを生成するアプリケーションがそのス
キーマを登録した場合、Schema Registry のシリアライザは、アプリケーションによって生成されるレ
コードが、登録されたスキーマに一致するフィールドとデータ型で構造化されていることを検証しま
す。レコードのスキーマが登録されたスキーマと一致しない場合、シリアライザは例外を出力し、アプ
リケーションは、そのレコードを送信先にデリバリすることに失敗します。
スキーマが存在せず、プロデューサー設定を介してスキーマ名が指定されてもいない場合は、スキー
マがトピック名 (Apache Kafka または Amazon MSK の場合) あるいはストリーム名 (Kinesis Data
Streams の場合) と同じ名前で作成されます。
すべてのレコードは、スキーマ定義とデータを含みます。スキーマ定義は、Schema Registry 内の既存
のスキーマおよびバージョンに関して照会されます。
デフォルトでは、プロデューサは、登録済みスキーマのスキーマ定義とスキーマバージョン ID を
キャッシュします。レコードのスキーマバージョン定義がキャッシュ内に保存されたものと一致しない
場合、プロデューサーは Schema Registry を使用してスキーマの検証を試みます。スキーマのバージョ
ンが有効と認められた場合、そのバージョン ID と定義はプロデューサにローカルにキャッシュされま
す。
SerDe ライブラリのインストール (p. 149) のステップ 3 のように、オプションのプロデューサプロパ
ティにより、デフォルトのキャッシュ期間 (24 時間) を調整することが可能です。
3. レコードのシリアル化と配信: レコードがスキーマに準拠している場合、シリアライザは各レコードを
スキーマのバージョン ID で装飾し、選択したデータ形式 (AVRO、JSON、Protobuf 他の形式は追加予
定) に基づいてシリアル化した上で、そのレコードを (プロデューサーのオプション設定により) 圧縮し
送信先に送ります。
4. コンシューマーがデータを非シリアル化: このデータを読み取るコンシューマーは、レコードペイロー
ドからのスキーマバージョン ID を解析する、Schema Registry のデシリアライザ用ライブラリを使用
します。
5. デシリアライザが Schema Registry からのスキーマをリクエスト: デシリアライザが特定のスキーマ
バージョン ID を持つレコードを初めて認識すると、そのデシリアライザは、スキーマバージョン ID
を使用してスキーマレジストリからスキーマを要求します。その後、そのスキーマをコンシューマ上
でローカルにキャッシュします。Schema Registry でレコードの非シリアル化が不可能な場合、コン
シューマはレコードからのデータをログに記録し、処理を続行するかアプリケーションを停止できま
す。
6. デシリアライザがスキーマを使用してレコードを非シリアル化: デシリアライザは、Schema Registry
からスキーマバージョン ID を取得する際に (プロデューサーによって送信されたレコードが圧縮されて
いる場合は) レコードを解凍し、スキーマを使用してレコードを非シリアル化します。これで、アプリ
ケーションはレコードを処理できます。

Note
暗号化: クライアントは、HTTPS 上での TLS 暗号化を使用して転送中のデータを暗号化する API
呼び出しを介して Schema Registry と通信します。Schema Registry に保存されているスキーマ
は、サービス管理のAWS Key Management Service(AWS KMS) キーにより常に暗号化されます。

Note
ユーザー認証: Schema Registry は、アイデンティティベースの IAM ポリシーをサポートしま
す。

Schema Registry の使用開始
以下のセクションでは、Schema Registry のセットアップと使用に関する概要とチュートリアルを
示します。Schema Registry の概念と各コンポーネントについては、「AWS Glue スキーマレジスト
リ (p. 140)」を参照してください。
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トピック
• SerDe ライブラリのインストール (p. 149)
• AWS Glue Schema Registry API のために AWS CLI を使用する (p. 150)
• レジストリを作成する (p. 150)
• JSON の特定のレコード (JAVA POJO) 処理する (p. 152)
• スキーマの作成 (p. 153)
• スキーマまたはレジストリの更新 (p. 157)
• スキーマまたはレジストリの削除 (p. 161)
• シリアライザ用の IAM の例 (p. 163)
• デシリアライザー用の IAM の例 (p. 164)
• AWS PrivateLink を使用したプライベート接続 (p. 164)
• Amazon CloudWatch メトリクスへのアクセス (p. 165)
• Schema Registry の AWS CloudFormation テンプレート例 (p. 165)

SerDe ライブラリのインストール
Note
前提条件: 次のステップを実行する前に、Amazon Managed Streaming for Apache Kafka
(Amazon MSK) または Apache Kafka クラスターを起動しておく必要があります。使用するプロ
デューサーとコンシューマーは、Java 8 以上で実行する必要があります。
SerDe ライブラリは、データのシリアル化と非シリアル化のためのフレームワークを提供します。
データを生成するアプリケーション (総称してシリアライザ) 用の、オープンソースのシリアライザをイン
ストールします。シリアライザは、シリアル化、圧縮、および Schema Registry とのやり取りを処理しま
す。シリアライザは、Schema Registry 対応の送信先 (Amazon MSK など) に書き込まれるレコードから、
スキーマを自動的に抽出します。同様に、データを利用するアプリケーションには、オープンソースのデ
シリアライザをインストールします。
プロデューサとコンシューマにライブラリをインストールするには
1. プロデューサとコンシューマ両方の pom.xml ファイルの中で、以下のコードにより依存関係を追加しま
す。
<dependency>
<groupId>software.amazon.glue</groupId>
<artifactId>schema-registry-serde</artifactId>
<version>1.1.5</version>
</dependency>

または、AWS Glue Schema Registry GitHub リポジトリからクローンを作成することもできます。
2. 次の必須プロパティを使用してプロデューサをセットアップします。
props.put(ProducerConfig.KEY_SERIALIZER_CLASS_CONFIG,
StringSerializer.class.getName()); // Can replace StringSerializer.class.getName())
with any other key serializer that you may use
props.put(ProducerConfig.VALUE_SERIALIZER_CLASS_CONFIG,
GlueSchemaRegistryKafkaSerializer.class.getName());
props.put(AWSSchemaRegistryConstants.AWS_REGION, "us-east-2");
properties.put(AWSSchemaRegistryConstants.DATA_FORMAT, "JSON"); // OR "AVRO"

既存のスキーマがない場合は、自動登録を有効にします (次のステップ)。適用できるスキーマがある場
合は、「my-schema」をそのスキーマ名に置き換えます。また、スキーマの自動登録が無効になってい
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る場合は、「registry-name」を指定する必要もあります。スキーマが「default-registry」の下に作成さ
れている場合は、レジストリ名を省略できます。
3. (オプション) これらのオプションのプロデューサープロパティのいずれかを設定します。プロパティの
詳細については、ReadMe ファイルを参照してください。
props.put(AWSSchemaRegistryConstants.SCHEMA_AUTO_REGISTRATION_SETTING, "true"); // If
not passed, uses "false"
props.put(AWSSchemaRegistryConstants.SCHEMA_NAME, "my-schema"); // If not passed, uses
transport name (topic name in case of Kafka, or stream name in case of Kinesis Data
Streams)
props.put(AWSSchemaRegistryConstants.REGISTRY_NAME, "my-registry"); // If not passed,
uses "default-registry"
props.put(AWSSchemaRegistryConstants.CACHE_TIME_TO_LIVE_MILLIS, "86400000"); // If not
passed, uses 86400000 (24 Hours)
props.put(AWSSchemaRegistryConstants.CACHE_SIZE, "10"); // default value is 200
props.put(AWSSchemaRegistryConstants.COMPATIBILITY_SETTING, Compatibility.FULL); // Pass
a compatibility mode. If not passed, uses Compatibility.BACKWARD
props.put(AWSSchemaRegistryConstants.DESCRIPTION, "This registry is used for several
purposes."); // If not passed, constructs a description
props.put(AWSSchemaRegistryConstants.COMPRESSION_TYPE,
AWSSchemaRegistryConstants.COMPRESSION.ZLIB); // If not passed, records are sent
uncompressed

自動登録では、スキーマのバージョンがデフォルトのレジストリ (default-registry) に登録されま
す。SCHEMA_NAME が前のステップで指定されていない場合、トピック名は SCHEMA_NAME として推定
されます。
互換モードの詳細については、「スキーマのバージョニングと互換性 (p. 143)」を参照してくださ
い。
4. 以下の必須プロパティを使用してコンシューマを設定します。
props.put(ConsumerConfig.KEY_DESERIALIZER_CLASS_CONFIG,
StringDeserializer.class.getName());
props.put(ConsumerConfig.VALUE_DESERIALIZER_CLASS_CONFIG,
GlueSchemaRegistryKafkaDeserializer.class.getName());
props.put(AWSSchemaRegistryConstants.AWS_REGION, "us-east-2"); // Pass an AWS #####
props.put(AWSSchemaRegistryConstants.AVRO_RECORD_TYPE,
AvroRecordType.GENERIC_RECORD.getName()); // Only required for AVRO data format

5. (オプション) これらのオプションのコンシューマプロパティを設定します。プロパティの詳細について
は、ReadMe ファイルを参照してください。
properties.put(AWSSchemaRegistryConstants.CACHE_TIME_TO_LIVE_MILLIS, "86400000"); // If
not passed, uses 86400000
props.put(AWSSchemaRegistryConstants.CACHE_SIZE, "10"); // default value is 200
props.put(AWSSchemaRegistryConstants.SECONDARY_DESERIALIZER,
"com.amazonaws.services.schemaregistry.deserializers.external.ThirdPartyDeserializer"); //
For migration fall back scenario

AWS Glue Schema Registry API のために AWS CLI を使用する
AWS CLI で AWS Glue Schema Registry API を使用するには、最新バージョンの AWS CLI 使用する必要
が有ります。

レジストリを作成する
AWS Glue API または AWS Glue コンソールを使用して、デフォルトのレジストリを使用することも、必
要な数の新しいレジストリを作成することもできます。
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AWS Glue API
ここでの手順により、AWS Glue API を使用しながら対象のタスクを実行できます。
新しいレジストリを追加するには、CreateRegistry アクション (Python: create_registry) (p. 954) APIを使
用します。RegistryName では、作成するレジストリの名前を指定します。この文字数は最大 255 まで
で、文字、数字、ハイフン、アンダースコア、ドル記号、およびハッシュ記号のみ使用できます。
2,048 バイト以下の文字列として Description を指定します。この際、URI アドレスの複数行の場合の
文字列パターンに従います。
オプションで、キーと値のペアのマップ配列として、1 つ以上の Tags をレジストリに指定します。
aws glue create-registry --registry-name registryName1 --description description

作成されたレジストリには、Amazon リソースネーム (ARN) が割り当てられます。これ
は、RegistryArn API 応答により表示することが可能です。この段階でレジストリ作成が完了している
ので、そのレジストリのために 1 つ以上のスキーマを作成します。
AWS Glue コンソール
AWS Glue コンソールで新しいレジストリを追加するには
1. AWS Management Console にサインインし、AWS Glue コンソール (https://console.aws.amazon.com/
glue/) を開きます。
2. ナビゲーションペインの [Data catalog] (データカタログ) で、[Schema registries] (スキーマレジストリ)
をクリックします。
3. [Add registry] (レジストリを追加) をクリックします。
4. [Registry name] (レジストリ名) に、文字、数字、ハイフン、アンダースコアを含むレジストリの名前を
入力します。この名前は変更できません。
5. レジストリの [Description] (説明) を入力します

(オプション)。

6. オプションで、1 つ以上のタグをレジストリに適用します。[Add new tag] (新しいタグを追加) を選択
し、[Tag key] (タグキー) とオプションの [Tag value] (タグ値) を指定します。
7. [Add registry] (レジストリを追加) をクリックします。
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作成されたレジストリには、Amazon リソースネーム (ARN) が割り当てられます。これは、[Schema
registries] (スキーマレジストリ) のリストから選択して表示することが可能です。この段階でレジストリ作
成が完了しているので、そのレジストリのために 1 つ以上のスキーマを作成します。

JSON の特定のレコード (JAVA POJO) 処理する
従来の単純な Java オブジェクト (POJO) を使用して、オブジェクトをレコードとして渡すことができま
す。これは、AVRO における特定のレコードの概念と類似しています。mbknor-jackson-jsonschema によ
り、渡された POJO の JSON スキーマを生成できます。また、このライブラリでは、JSON スキーマに追
加情報を挿入することもできます。
AWS Glue Schema Registry ライブラリは、スキーマに注入された「className」フィールドを使用し
て、完全に分類されたクラス名を提供します。「className」フィールドは、そのクラスのオブジェクト
内での非シリアル化のために、デシリアライザによって使用されます。
Example class :
@JsonSchemaDescription("This is a car")
@JsonSchemaTitle("Simple Car Schema")
@Builder
@AllArgsConstructor
@EqualsAndHashCode
// Fully qualified class name to be added to an additionally injected property
// called className for deserializer to determine which class to deserialize
// the bytes into
@JsonSchemaInject(
strings = {@JsonSchemaString(path = "className",
value =
"com.amazonaws.services.schemaregistry.integrationtests.generators.Car")}
)
// List of annotations to help infer JSON Schema are defined by https://github.com/mbknor/
mbknor-jackson-jsonSchema
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public class Car {
@JsonProperty(required = true)
private String make;
@JsonProperty(required = true)
private String model;
@JsonSchemaDefault("true")
@JsonProperty
public boolean used;
@JsonSchemaInject(ints = {@JsonSchemaInt(path = "multipleOf", value = 1000)})
@Max(200000)
@JsonProperty
private int miles;
@Min(2000)
@JsonProperty
private int year;
@JsonProperty
private Date purchaseDate;
@JsonProperty
@JsonFormat(shape = JsonFormat.Shape.NUMBER)
private Date listedDate;
@JsonProperty
private String[] owners;
@JsonProperty
private Collection<Float> serviceChecks;

}

// Empty constructor is required by Jackson to deserialize bytes
// into an Object of this class
public Car() {}

スキーマの作成
スキーマは、AWS Glue API または AWS Glue コンソールを使用して作成できます.
AWS Glue API
ここでの手順により、AWS Glue API を使用しながら対象のタスクを実行できます。
新しいスキーマを追加するには CreateSchema アクション (Python: create_schema) (p. 955) API を使用
します。
RegistryId 構造体を使用して、スキーマのレジストリを指定します。または、RegistryId を省略する
と、デフォルトのレジストリが使用されます。
文字、数字、ハイフン、アンダースコアを使用し、DataFormat として AVRO または JSON を設定しなが
ら SchemaName を指定します。一度スキーマに設定された DataFormat は変更できません。
Compatibility モードを指定する。
• Backward (推奨) – コンシューマは、現在のバージョンと 1 つ前のバージョンの両方を読み取ることがで
きます。
• Backward all – コンシューマは、現在のバージョンと過去のすべてのバージョンを読み取ることができ
ます。
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• Forward – コンシューマは、現在のバージョンと次に続くバージョンの両方を読み取ることができま
す。
• Forward all – コンシューマは、現在のバージョンと後続のすべてのバージョンの両方を読み取ることが
できます。
• Full – Backward all と Forward all を組み合わせたモードです。
• Full all – Backward all と Forward all を組み合わせたモードです。
• None – 互換性チェックは実行されません。
• Disabled – このスキーマのバージョニングを抑止します。
オプションで、スキーマに Tags を指定します。
SchemaDefinition を指定することで、スキーマのデータ形式を Avro、JSON、もしくは Protobuf とし
て定義します。例を参照してください。
Avro データ形式の場合:
aws glue create-schema --registry-id RegistryName="registryName1" --schema-name testschema
--compatibility NONE --data-format AVRO --schema-definition "{\"type\": \"record\", \"name
\": \"r1\", \"fields\": [ {\"name\": \"f1\", \"type\": \"int\"}, {\"name\": \"f2\", \"type
\": \"string\"} ]}"

aws glue create-schema --registry-id RegistryArn="arn:aws:glue:useast-2:901234567890:registry/registryName1" --schema-name testschema --compatibility NONE
--data-format AVRO --schema-definition "{\"type\": \"record\", \"name\": \"r1\", \"fields
\": [ {\"name\": \"f1\", \"type\": \"int\"}, {\"name\": \"f2\", \"type\": \"string\"} ]}"

JSON データ形式の場合:
aws glue create-schema --registry-id RegistryName="registryName" --schema-name
testSchemaJson --compatibility NONE --data-format JSON --schema-definition "{\"$schema\":
\"http://json-schema.org/draft-07/schema#\",\"type\":\"object\",\"properties\":{\"f1\":
{\"type\":\"string\"}}}"

aws glue create-schema --registry-id RegistryArn="arn:aws:glue:useast-2:901234567890:registry/registryName" --schema-name testSchemaJson --compatibility
NONE --data-format JSON --schema-definition "{\"$schema\": \"http://json-schema.org/
draft-07/schema#\",\"type\":\"object\",\"properties\":{\"f1\":{\"type\":\"string\"}}}"

Protobuf データ形式の場合:
aws glue create-schema --registry-id RegistryName="registryName" --schema-name
testSchemaProtobuf --compatibility NONE --data-format PROTOBUF --schema-definition "syntax
= \"proto2\";package org.test;message Basic { optional int32 basic = 1;}"

aws glue create-schema --registry-id RegistryArn="arn:aws:glue:useast-2:901234567890:registry/registryName" --schema-name testSchemaProtobuf -compatibility NONE --data-format PROTOBUF --schema-definition "syntax = \"proto2\";package
org.test;message Basic { optional int32 basic = 1;}"

AWS Glue コンソール
AWS Glue コンソールを使用して新しいスキーマを追加するには
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1. AWS マネジメントコンソールにサインインし、AWS Glue コンソール (https://
console.aws.amazon.com/glue/) を開きます。
2. ナビゲーションペインの [Data catalog] (データカタログ) で、[Schemas] (スキーマ) をクリックしま
す。
3. [Add schema] (スキーマを追加) をクリックします。
4. [Schema name] (スキーマ名) に、文字、数字、ハイフン、アンダースコア、ドル記号、ハッシュマーク
で構成された名前を入力します。この名前は変更できません。
5. [Registry] (レジストリ) ドロップダウンメニューから、スキーマの保存先となるレジストリを選択しま
す。作成後は、親レジストリを変更することはできません。
6. [Data format] (データ形式) は、「Apache Avro」または「JSON」のままにしておきます。この形式は、
このスキーマのすべてのバージョンに適用されます。
7. [Compatibility mode] (互換モード) をクリックします。
• Backward (推奨) – レシーバーは、現在のバージョンと 1 つ前のバージョンの両方を読み取ることが
できます。
• Backward All – レシーバーは、現在および過去のすべてのバージョンを読み取ることができます。
• Forward – センダーは、現在のバージョンと 1 つ前のバージョンの両方に書き込むことができます。
• Forward All – センダーは、現在のバージョンと過去のすべてのバージョンに書き込むことができま
す。
• Full – Backward と Forward を組み合わせたモードです。
• Full All – Backward All と Forward All を組み合わせたモードです。
• None – 互換性チェックは実行されません。
• Disabled – このスキーマのバージョニングを抑止します。
8. [Description] (説明) に、レジストリのための説明 (オプション) を、最大 250 文字で入力します。
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9. オプションで、1 つ以上のタグをスキーマに適用します。[Add new tag] (新しいタグを追加) を選択し、
[Tag key] (タグキー) とオプションの [Tag value] (タグ値) を指定します。
10.[First schema バージョニング] (最初のスキーマバージョン) ボックスに、初期スキーマを入力するか貼
り付けます。
Avro 形式については「Avro データ形式での作業 (p. 157)」を参照
JSON 形式については「JSON データ形式での操作 (p. 157)」を参照
11.必要に応じて、[Add metadata] (メタデータを追加) をクリックして、スキーマバージョンの注釈付けや
分類を行うためのバージョンメタデータを追加します。
12.[Create schema and version] (スキーマとバージョンを作成する) をクリックします。
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スキーマが作成され、[Schemas] (スキーマ) の下に一覧表示されます。

Avro データ形式での作業
Avro では、データのシリアル化とデータ交換サービスが利用できます。Avro は、可読性と解釈しやすさ
のために、データ定義が JSON 形式で格納されます。データ自体はバイナリ形式で保存されます。
Apache Avro スキーマの定義については、「Apache Avro specification」を参照してください。

JSON データ形式での操作
JSON 形式では、データをシリアル化できます。JSON スキーマ形式の標準は、「JSON Schema format」
で定義されています。

スキーマまたはレジストリの更新
作成したスキーマ、スキーマバージョン、またはレジストリは、編集することができます。
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レジストリの更新
レジストリは、AWS Glue API または AWS Glue コンソールを使用して更新できます。既存のレジストリ
の名前は変更できません。レジストリの説明は編集が可能です。
AWS Glue API
既存のレジストリを更新するには、UpdateRegistry アクション (Python: update_registry) (p. 966) API を
使用します。
RegistryId 構造体を使用して、更新するレジストリを指定します。レジストリの説明を変更するに
は、Description を渡します。
aws glue update-registry --description updatedDescription --registry-id
RegistryArn="arn:aws:glue:us-east-2:901234567890:registry/registryName1"

AWS Glue コンソール
AWS Glue コンソールを使用してレジストリを更新するには
1. AWS Management Console にサインインし、AWS Glue コンソール (https://console.aws.amazon.com/
glue/) を開きます。
2. ナビゲーションペインの [Data catalog] (データカタログ) で、[Schema registries] (スキーマレジストリ)
をクリックします。
3. レジストリの一覧から、そのチェックボックスをオンにして、レジストリを選択します。
4. [Action] (アクション) メニューで、[Edit registry] (レジストリの編集) を選択します。

スキーマの更新
スキーマでは、説明または互換性設定の更新が行えます。
既存のスキーマを更新するには、UpdateSchema アクション (Python: update_schema) (p. 964) API を使
用します。
SchemaId 構造体を使用して、更新するスキーマを指定します。VersionNumber または
Compatibility のいずれかを指定する必要があります。
コード例 11:
aws glue update-schema --description testDescription --schema-id
SchemaName="testSchema1",RegistryName="registryName1" --schema-version-number
LatestVersion=true --compatibility NONE

aws glue update-schema --description testDescription --schema-id
SchemaArn="arn:aws:glue:us-east-2:901234567890:schema/registryName1/testSchema1" --schemaversion-number LatestVersion=true --compatibility NONE

スキーマバージョンの追加。
スキーマバージョンを追加する際は、そのバージョンを比較して、新しいスキーマが受け入れられること
を確認する必要があります。
既存のスキーマに新しいバージョンを追加するには、RegisterSchemaVersion アクション (Python:
register_schema_version) (p. 963) API を使用します。
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SchemaId 構造体を使用して、バージョンを追加するスキーマを指定し、SchemaDefinition によりス
キーマを定義します。
コード例 12:
aws glue register-schema-version --schema-definition "{\"type\": \"record\", \"name\":
\"r1\", \"fields\": [ {\"name\": \"f1\", \"type\": \"int\"}, {\"name\": \"f2\", \"type
\": \"string\"} ]}" --schema-id SchemaArn="arn:aws:glue:us-east-1:901234567890:schema/
registryName/testschema"

aws glue register-schema-version --schema-definition "{\"type\": \"record\", \"name\":
\"r1\", \"fields\": [ {\"name\": \"f1\", \"type\": \"int\"}, {\"name\": \"f2\", \"type\":
\"string\"} ]}" --schema-id SchemaName="testschema",RegistryName="testregistry"

1. AWS Management Console にサインインし、AWS Glue コンソール (https://console.aws.amazon.com/
glue/) を開きます。
2. ナビゲーションペインの [Data catalog] (データカタログ) で、[Schemas] (スキーマ) をクリックしま
す。
3. チェックボックスをオンにして、スキーマのリストからスキーマを選択します。
4. チェックボックスをクリックして、リストから 1 つ以上のスキーマを選択します。
5. [Action] (アクションメニュー) から、[Register new version] (新しいバージョンを登録) を選択します。
6. [New version] (新しいバージョン) ボックスに、新しいスキーマを入力または貼り付けます。
7. [Compare with previous version] (過去のバージョンと比較) をクリックして、以前のスキーマのバー
ジョンとの違いを確認します。
8. 必要に応じて、[Add metadata] (メタデータを追加) をクリックして、スキーマバージョンの注釈付けや
分類を行うためのバージョンメタデータを追加します。[Key] (キー) および (オプションの) [Value] (値)
を入力します。
9. [Register version] (バージョンの登録) をクリックします。
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バージョンの一覧の中に、スキーマのバージョンが表示されます。バージョンで互換モードが変更された
場合、そのバージョンはチェックポイントとしてマークされます。

スキーマのバージョン比較の例。
[Compare with previous version] (過去のバージョンと比較) をクリックすると、以前のバージョンと新しい
バージョンが一緒に表示されます。変更された情報は、次のように強調表示されます。
• 黄色: 変更された情報を示します。
• 緑: 最新バージョンで追加されたコンテンツを示します。
• 赤: 最新バージョンで削除されたコンテンツを示します。
より古いバージョンと比較することも可能です。
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スキーマまたはレジストリの削除
スキーマ、スキーマバージョン、またはレジストリの削除は永続的な操作であり、元に戻すことはできま
せん。

スキーマの削除
レジストリ内で使用する必要がなくなったスキーマは、AWS Management Console または DeleteSchema
アクション (Python: delete_schema) (p. 972) API を使用して削除することができます。.
1 つ以上のスキーマを削除することは永続的なアクションであり、元に戻すことはできません。(1 つある
いは複数の) スキーマが不要になったことを確認します。
レジストリからスキーマを削除するには、SchemaId 構造体により対象のスキーマを特定しながら
DeleteSchema アクション (Python: delete_schema) (p. 972) API を呼び出します。
例:
aws glue delete-schema --schema-id SchemaArn="arn:aws:glue:us-east-2:901234567890:schema/
registryName1/schemaname"

aws glue delete-schema --schema-id SchemaName="TestSchema6deleteschemabyname",RegistryName="default-registry"

AWS Glue コンソール
AWS Glue コンソールからスキーマを削除するには
1. AWS Management Console にサインインし、AWS Glue コンソール (https://console.aws.amazon.com/
glue/) を開きます。
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2. ナビゲーションペインの [Data catalog] (データカタログ) で、[Schema registries] (スキーマレジストリ)
をクリックします。
3. レジストリのリストから、自分のスキーマを含むレジストリを選択します。
4. チェックボックスをクリックして、リストから 1 つ以上のスキーマを選択します。
5. [Action] (アクション) メニューで、[Delete schema] (スキーマの削除) をクリックします。
6. フィールドに「Delete」というテキストを入力して、削除を確定します。
7. [削除] を選択します。
指定した (1 つ以上の) スキーマがレジストリから削除されます。

スキーマバージョンの削除
スキーマはレジストリに蓄積されるので、不要なスキーマバージョンは、AWS Management Console また
は DeleteSchemaVersions アクション (Python: delete_schema_versions) (p. 973) API を使用して削除で
きます。1 つ以上のスキーマバージョンを削除することは永続的なアクションであり、元に戻すことはで
きません。そのスキーマバージョンが不要であることを確認します。
スキーマのバージョンを削除する場合は、以下の制約に注意してください。
• チェックポイントとなっているバージョンを削除することはできません。
• 25 を超えて連続するバージョンの範囲を削除することはできません。
• 最新のスキーマバージョンが保留状態にある場合は、削除は行えません。
SchemaId 構造体を使用してスキーマを指定し、削除するバージョンの範囲を Versions で指定しま
す。バージョンまたはバージョンの範囲の指定の詳細については、「DeleteRegistry アクション (Python:
delete_registry) (p. 971)」を参照してください。指定したスキーマバージョンがレジストリから削除され
ます。
この呼び出しの後に ListSchemaVersions アクション (Python: list_schema_versions) (p. 959) API を呼び
出すと、削除されたバージョンのステータスが一覧表示されます。
例:
aws glue delete-schema-versions --schema-id SchemaName="TestSchema6",RegistryName="defaultregistry" --versions "1-1"

aws glue delete-schema-versions --schema-id SchemaArn="arn:aws:glue:useast-2:901234567890:schema/default-registry/TestSchema6-NON-Existent" --versions "1-1"

1. AWS Management Console にサインインし、AWS Glue コンソール (https://console.aws.amazon.com/
glue/) を開きます。
2. ナビゲーションペインの [Data catalog] (データカタログ) で、[Schema registries] (スキーマレジストリ)
をクリックします。
3. レジストリのリストから、自分のスキーマを含むレジストリを選択します。
4. チェックボックスをクリックして、リストから 1 つ以上のスキーマを選択します。
5. [Action] (アクション) メニューで、[Delete schema] (スキーマの削除) をクリックします。
6. フィールドに「Delete」というテキストを入力して、削除を確定します。
7. [削除] を選択します。
指定したスキーマバージョンがレジストリから削除されます。
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レジストリの削除
レジストリに含まれるスキーマの整理の必要性がなくなった場合は、そのレジストリを削除することがで
きます。これらのスキーマは、別のレジストリに再割り当てする必要があります。
1 つ以上のレジストリを削除することは永続的なアクションであり、元に戻すことはできません。(1 つも
しくは複数の) レジストリが不要であることを確認します。
デフォルトのレジストリは、AWS CLI を使用して削除できます。
AWS Glue API
レジストリ全体を、登録されたスキーマとそのすべてのバージョンとともに削除するには、DeleteRegistry
アクション (Python: delete_registry) (p. 971) API を呼び出します. RegistryId 構造体を使用し、レジ
ストリを特定します。
例:
aws glue delete-registry --registry-id RegistryArn="arn:aws:glue:useast-2:901234567890:registry/registryName1"

aws glue delete-registry --registry-id RegistryName="TestRegistry-deletebyname"

削除オペレーションのステータスを取得するには、非同期呼び出し後に GetRegistry API を呼び出しま
す。
AWS Glue コンソール
AWS Glue コンソールからレジストリの削除を行うには
1. AWS Management Console にサインインし、AWS Glue コンソール (https://console.aws.amazon.com/
glue/) を開きます。
2. ナビゲーションペインの [Data catalog] (データカタログ) で、[Schema registries] (スキーマレジストリ)
をクリックします。
3. チェックボックスをオンにして、リストからレジストリを選択します。
4. [Action] (アクション) メニューで、[Delete registry] (レジストリの削除) を選択します。
5. フィールドに「Delete」というテキストを入力して、削除を確定します。
6. [削除] を選択します。
選択したレジストリが AWS Glue から削除されます。

シリアライザ用の IAM の例
Note
AWS 管理ポリシーは、一般的ユースケースに必要なアクセス許可を付与します。管理ポリシーを
使用してスキーマのレジストリを管理する方法については、「AWS Glue の AWS マネージド (事
前定義) ポリシー (p. 1063)」を参照してください。
シリアライザの場合、以下と同様の最小限のポリシーを作成して、特定のスキーマ定義のために
schemaVersionId を検索できるようにします。レジストリ内のスキーマを読み取るには、そのレ
ジストリに対する読み取り許可が必要であることに注意してください。読み取り可能なレジストリ
は、Resource 句を使用して制限できます。
コード例 13:
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{

[

"Sid" : "GetSchemaByDefinition",
"Effect" : "Allow",
"Action" :
],

"glue:GetSchemaByDefinition"

"Resource" : ["arn:aws:glue:us-east-2:012345678:registry/registryname-1",
"arn:aws:glue:us-east-2:012345678:schema/registryname-1/
schemaname-1",
"arn:aws:glue:us-east-2:012345678:schema/registryname-1/schemaname-2"
]
}

さらに、以下の新しいメソッドを追加して、プロデューサに対し新しいスキーマとバージョンの作成を許
可することもできます。レジストリ内でスキーマを追加/削除/拡大させるためには、そのレジストリを調査
できることが必要です。調査することが可能なレジストリは、Resource 句を使用して制限できます。
コード例 14:
{

[

"Sid" : "RegisterSchemaWithMetadata",
"Effect" : "Allow",
"Action" :
"glue:GetSchemaByDefinition",
"glue:CreateSchema",
"glue:RegisterSchemaVersion",
"glue:PutSchemaVersionMetadata",

],
"Resource" : ["arn:aws:glue:aws-region:123456789012:registry/registryname-1",
"arn:aws:glue:aws-region:123456789012:schema/registryname-1/
schemaname-1",
"arn:aws:glue:aws-region:123456789012:schema/registryname-1/schemaname-2"
]
}

デシリアライザー用の IAM の例
デシリアライザ (コンシューマ側) の場合、以下のようなポリシーを作成する必要があります。これによ
り、非シリアル化のために Schema Registry からスキーマを取得することを、デシリアライザに対し許可
します。レジストリ内のスキーマを取得するためには、そのレジストリを調査することが許可されている
必要があります。
コード例 15:
{

[

}

"Sid" : "GetSchemaVersion",
"Effect" : "Allow",
"Action" :
"glue:GetSchemaVersion"
],
"Resource" : ["*"]

AWS PrivateLink を使用したプライベート接続
AWS Glue でインターフェイス VPC エンドポイントを定義しながら AWS PrivateLinkを使用すると、デー
タのプロデユーサの VPC を AWS Glue に接続することができます。VPC インターフェイスエンドポイ
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ントにより、AWS ネットワーク内全体で VPC と AWS Glue 間の通信を処理します。詳細については、
「Using AWS Glue with VPC Endpoints」を参照してください。

Amazon CloudWatch メトリクスへのアクセス
Amazon CloudWatch メトリクスは、CloudWatch の無料利用枠の一部として利用できます。これ
らのメトリクスには、CloudWatch コンソールからのアクセスが可能です。APIレベルのメトリク
スとしては、CreateSchema (Success および Latency)、GetSchemaByDefinition (Success および
Latency)、GetSchemaVersion (Success および Latency)、RegisterSchemaVersion (Success および
Latency)、PutSchemaVersionMetadata (Success および Latency) があります。リソースレベルのメトリク
スには、Registry.ThrottledByLimit、SchemaVersion.ThrottledByLimit、SchemaVersion.Size があります。

Schema Registry の AWS CloudFormation テンプレート例
以下に、AWS CloudFormation で Schema Registry リソースを作成するためのテンプレート例を示しま
す。アカウントにこのスタックを作成するには、上記のテンプレートを SampleTemplate.yaml ファイ
ルにコピーした上で、次のコマンドを実行します。
aws cloudformation create-stack --stack-name ABCSchemaRegistryStack --template-body "'cat
SampleTemplate.yaml'"

この例では、レジストリを作成するために AWS::Glue::Registry を、スキーマを作成するために
AWS::Glue::Schema を、スキーマバージョンを作成するために AWS::Glue::SchemaVersion を使用
し、AWS::Glue::SchemaVersionMetadata によりスキーマバージョンのメタデータを記述していま
す。
Description: "A sample CloudFormation template for creating Schema Registry resources."
Resources:
ABCRegistry:
Type: "AWS::Glue::Registry"
Properties:
Name: "ABCSchemaRegistry"
Description: "ABC Corp. Schema Registry"
Tags:
- Key: "Project"
Value: "Foo"
ABCSchema:
Type: "AWS::Glue::Schema"
Properties:
Registry:
Arn: !Ref ABCRegistry
Name: "TestSchema"
Compatibility: "NONE"
DataFormat: "AVRO"
SchemaDefinition: >
{"namespace":"foo.avro","type":"record","name":"user","fields":
[{"name":"name","type":"string"},{"name":"favorite_number","type":"int"}]}
Tags:
- Key: "Project"
Value: "Foo"
SecondSchemaVersion:
Type: "AWS::Glue::SchemaVersion"
Properties:
Schema:
SchemaArn: !Ref ABCSchema
SchemaDefinition: >
{"namespace":"foo.avro","type":"record","name":"user","fields":
[{"name":"status","type":"string", "default":"ON"}, {"name":"name","type":"string"},
{"name":"favorite_number","type":"int"}]}
FirstSchemaVersionMetadata:
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Type: "AWS::Glue::SchemaVersionMetadata"
Properties:
SchemaVersionId: !GetAtt ABCSchema.InitialSchemaVersionId
Key: "Application"
Value: "Kinesis"
SecondSchemaVersionMetadata:
Type: "AWS::Glue::SchemaVersionMetadata"
Properties:
SchemaVersionId: !Ref SecondSchemaVersion
Key: "Application"
Value: "Kinesis"

AWS Glue Schema Registry との統合
以下のセクションで、AWS Glue Schema Registry との統合について説明します。このセクションの例で
は、AVRO データ形式のスキーマを使用します。JSON データ形式のスキーマなど、その他の例について
は、「AWS Glue Schema Registry open source repository」で、統合テストと ReadMe に関する情報をご
覧ください。
トピック
• ユースケース: Schema Registry を Amazon MSK または Apache Kafka に接続する (p. 166)
• ユースケース: Amazon Kinesis Data Streams と AWS Glue Schema Registry との統合 (p. 167)
• ユースケース: Amazon Kinesis Data Analytics for Apache Flink (p. 174)
• ユースケース: AWS Lambda との統合 (p. 178)
• ユースケース: AWS Glue Data Catalog (p. 178)
• ユースケース: AWS Glue ストリーミング (p. 179)
• ユースケース: Apache Kafka ストリーム (p. 180)
• ユースケース: Apache Kafka Connect (p. 181)

ユースケース: Schema Registry を Amazon MSK または Apache
Kafka に接続する
Apache Kafka トピックにデータを書き込む場合には、以下の手順に従い作業を開始します。
1. Amazon Managed Streaming for Apache Kafka(Amazon MSK) または Apache Kafka のクラスターを
作成し、少なくとも 1 つのトピックを含めます。Amazon MSK クラスターを作成する場合は、AWS
Management Console を使用します。Amazon Managed Streaming for Apache Kafka デベロッパーガイ
ドの「Getting Started Using Amazon MSK」にある手順に従います。
2. 上記の SerDe ライブラリのインストール (p. 149) ステップを実行します。
3. スキーマのレジストリ、スキーマ、またはスキーマバージョンを作成するには、このドキュメントにあ
る Schema Registry の使用開始 (p. 148) セクションの手順に従います。
4. Amazon MSK または Apache Kafka のトピックとの間で、レコードの書き込みや読み取りを行うた
めに、Schema Registry を使用してプロデューサとコンシューマを起動します。プロデューサとコン
シューマのコード例は、Serdeライブラリの ReadMe ファイルから入手できます。プロデューサの
Schema Registry ライブラリは、レコードを自動的にシリアル化し、スキーマバージョン ID でそのレ
コードを修飾します。
5. このレコードにスキーマが入力済みの場合、または自動登録が有効になっている場合には、スキーマが
Schema Registry に登録されます。
6. AWS Glue Schema Registry ライブラリを使用して、Amazon MSK または Apache Kafka のトピックか
らスキーマの読み取りを行うコンシューマは、自動的に Schema Registry からスキーマを検索します。
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ユースケース: Amazon Kinesis Data Streams と AWS Glue
Schema Registry との統合
この統合には、既存の Amazon Kinesis データストリーム が必要です。詳細については、Amazon Kinesis
Data Streams デベロッパーガイドの「Getting Started with Amazon Kinesis Data Streams」を参照してく
ださい。
Kinesis データストリームでは、データの操作用に以下の 2 つの方法があります。
• Java の Kinesis Producer Library (KPL) および Kinesis Client Library (KCL) ライブラリを使用します。多
言語サポートは提供されていません。
• AWS SDK for Java に用意されている PutRecords、PutRecord、および GetRecords Kinesis Data
Streams API を使用します。
現在、KPL/KCL ライブラリを使用中であれば、そのメソッドを引き続き使用することをお勧めします。
ここでの例に示すように、Schema Registry が統合済みの、更新された KCL および KPL バージョンを使
用できます。それ以外で、KDS API を直接使用している場合には、サンプルコードを通じて AWS Glue
Schema Registry を利用します。
Schema Registry との統合は、KPL v0.14.2 以降と KCL v2.3 以降でのみ使用できます。JSON データ形式
による Schema Registry との統合は、KPL v0.14.8 以降および KCL v2.3.6 以降で使用できます。

Kinesis SDK V2 を使用したデータの操作
このセクションでは、Kinesis SDK V2 による Kinesis の操作について説明します。
// Example JSON Record, you can construct a AVRO record also
private static final JsonDataWithSchema record = JsonDataWithSchema.builder(schemaString,
payloadString);
private static final DataFormat dataFormat = DataFormat.JSON;
//Configurations for Schema Registry
GlueSchemaRegistryConfiguration gsrConfig = new GlueSchemaRegistryConfiguration("useast-1");
GlueSchemaRegistrySerializer glueSchemaRegistrySerializer =
new GlueSchemaRegistrySerializerImpl(awsCredentialsProvider, gsrConfig);
GlueSchemaRegistryDataFormatSerializer dataFormatSerializer =
new GlueSchemaRegistrySerializerFactory().getInstance(dataFormat, gsrConfig);
Schema gsrSchema =
new Schema(dataFormatSerializer.getSchemaDefinition(record), dataFormat.name(),
"MySchema");
byte[] serializedBytes = dataFormatSerializer.serialize(record);
byte[] gsrEncodedBytes = glueSchemaRegistrySerializer.encode(streamName, gsrSchema,
serializedBytes);
PutRecordRequest putRecordRequest = PutRecordRequest.builder()
.streamName(streamName)
.partitionKey("partitionKey")
.data(SdkBytes.fromByteArray(gsrEncodedBytes))
.build();
shardId = kinesisClient.putRecord(putRecordRequest)
.get()
.shardId();
GlueSchemaRegistryDeserializer glueSchemaRegistryDeserializer = new
GlueSchemaRegistryDeserializerImpl(awsCredentialsProvider, gsrConfig);
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GlueSchemaRegistryDataFormatDeserializer gsrDataFormatDeserializer =
glueSchemaRegistryDeserializerFactory.getInstance(dataFormat, gsrConfig);
GetShardIteratorRequest getShardIteratorRequest = GetShardIteratorRequest.builder()
.streamName(streamName)
.shardId(shardId)
.shardIteratorType(ShardIteratorType.TRIM_HORIZON)
.build();
String shardIterator = kinesisClient.getShardIterator(getShardIteratorRequest)
.get()
.shardIterator();
GetRecordsRequest getRecordRequest = GetRecordsRequest.builder()
.shardIterator(shardIterator)
.build();
GetRecordsResponse recordsResponse = kinesisClient.getRecords(getRecordRequest)
.get();
List<Object> consumerRecords = new ArrayList<>();
List<Record> recordsFromKinesis = recordsResponse.records();
for (int i = 0; i < recordsFromKinesis.size(); i++) {
byte[] consumedBytes = recordsFromKinesis.get(i)
.data()
.asByteArray();
Schema gsrSchema = glueSchemaRegistryDeserializer.getSchema(consumedBytes);
Object decodedRecord =
gsrDataFormatDeserializer.deserialize(ByteBuffer.wrap(consumedBytes),
gsrSchema.getSchemaDefinition());
consumerRecords.add(decodedRecord);

}

KPL/KCL ライブラリを使用したデータの操作
このセクションでは、KPL/KCL ライブラリを使用しての Kinesis Data Streams と Schema Registry の統
合について説明します。KPL/KCL の使用方法については、Amazon Kinesis Data Streams デベロッパーガ
イドの「Developing Producers Using the Amazon Kinesis Producer Library」を参照してください。

KPL で Schema Registry を設定する
1. AWS Glue Schema Registryで作成したデータ、データ形式、スキーマ名のスキーマ定義を行います。
2. 必要に応じて、GlueSchemaRegistryConfiguration オブジェクトも構成します。
3. addUserRecord API にスキーマオブジェクトを渡します。
private static final String SCHEMA_DEFINITION = "{"namespace": "example.avro",\n"
+ " "type": "record",\n"
+ " "name": "User",\n"
+ " "fields": [\n"
+ " {"name": "name", "type": "string"},\n"
+ " {"name": "favorite_number", "type": ["int", "null"]},\n"
+ " {"name": "favorite_color", "type": ["string", "null"]}\n"
+ " ]\n"
+ "}";
KinesisProducerConfiguration config = new KinesisProducerConfiguration();
config.setRegion("us-west-1")
//[Optional] configuration for Schema Registry.
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GlueSchemaRegistryConfiguration schemaRegistryConfig =
new GlueSchemaRegistryConfiguration("us-west-1");
schemaRegistryConfig.setCompression(true);
config.setGlueSchemaRegistryConfiguration(schemaRegistryConfig);
///Optional configuration ends.
final KinesisProducer producer =
new KinesisProducer(config);
final ByteBuffer data = getDataToSend();
com.amazonaws.services.schemaregistry.common.Schema gsrSchema =
new Schema(SCHEMA_DEFINITION, DataFormat.AVRO.toString(), "demoSchema");
ListenableFuture<UserRecordResult> f = producer.addUserRecord(
config.getStreamName(), TIMESTAMP, Utils.randomExplicitHashKey(), data, gsrSchema);
private static ByteBuffer getDataToSend() {
org.apache.avro.Schema avroSchema =
new org.apache.avro.Schema.Parser().parse(SCHEMA_DEFINITION);
GenericRecord user = new GenericData.Record(avroSchema);
user.put("name", "Emily");
user.put("favorite_number", 32);
user.put("favorite_color", "green");

}

ByteArrayOutputStream outBytes = new ByteArrayOutputStream();
Encoder encoder = EncoderFactory.get().directBinaryEncoder(outBytes, null);
new GenericDatumWriter<>(avroSchema).write(user, encoder);
encoder.flush();
return ByteBuffer.wrap(outBytes.toByteArray());

Kinesis Client Library のセットアップ
Kinesis Client Library コンシューマーを、Java により構築します。詳細については、Amazon Kinesis Data
Streams デベロッパーガイドの「Developing a Kinesis Client Library Consumer in Java」を参照してくだ
さい。
1. GlueSchemaRegistryConfiguration オブジェクトを渡すことで
GlueSchemaRegistryDeserializer インスタンスを作成します。
2. GlueSchemaRegistryDeserializer を
retrievalConfig.glueSchemaRegistryDeserializer に渡します。
3. kinesisClientRecord.getSchema() を呼び出して、受信メッセージのスキーマにアクセスしま
す。
GlueSchemaRegistryConfiguration schemaRegistryConfig =
new GlueSchemaRegistryConfiguration(this.region.toString());
GlueSchemaRegistryDeserializer glueSchemaRegistryDeserializer =
new GlueSchemaRegistryDeserializerImpl(DefaultCredentialsProvider.builder().build(),
schemaRegistryConfig);
RetrievalConfig retrievalConfig =
configsBuilder.retrievalConfig().retrievalSpecificConfig(new PollingConfig(streamName,
kinesisClient));
retrievalConfig.glueSchemaRegistryDeserializer(glueSchemaRegistryDeserializer);
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Scheduler scheduler = new Scheduler(
configsBuilder.checkpointConfig(),
configsBuilder.coordinatorConfig(),
configsBuilder.leaseManagementConfig(),
configsBuilder.lifecycleConfig(),
configsBuilder.metricsConfig(),
configsBuilder.processorConfig(),
retrievalConfig
);
public void processRecords(ProcessRecordsInput processRecordsInput) {
MDC.put(SHARD_ID_MDC_KEY, shardId);
try {
log.info("Processing {} record(s)",
processRecordsInput.records().size());
processRecordsInput.records()
.forEach(
r ->
log.info("Processed record pk: {} -- Seq: {} : data {} with
schema: {}",
r.partitionKey(),
r.sequenceNumber(), recordToAvroObj(r).toString(), r.getSchema()));
} catch (Throwable t) {
log.error("Caught throwable while processing records. Aborting.");
Runtime.getRuntime().halt(1);
} finally {
MDC.remove(SHARD_ID_MDC_KEY);
}
}
private GenericRecord recordToAvroObj(KinesisClientRecord r) {
byte[] data = new byte[r.data().remaining()];
r.data().get(data, 0, data.length);
org.apache.avro.Schema schema = new
org.apache.avro.Schema.Parser().parse(r.schema().getSchemaDefinition());
DatumReader datumReader = new GenericDatumReader<>(schema);
BinaryDecoder binaryDecoder = DecoderFactory.get().binaryDecoder(data, 0,
data.length, null);
return (GenericRecord) datumReader.read(null, binaryDecoder);
}

Kinesis Data Streams API を使用したデータの操作
このセクションでは、Kinesis Data Streams API を使用しての、Kinesis Data Streams と Schema Registry
の統合について説明します。
1. Maven の以下の依存関係を更新します。
<dependencyManagement>
<dependencies>
<dependency>
<groupId>com.amazonaws</groupId>
<artifactId>aws-java-sdk-bom</artifactId>
<version>1.11.884</version>
<type>pom</type>
<scope>import</scope>
</dependency>
</dependencies>
</dependencyManagement>
<dependencies>
<dependency>
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<groupId>com.amazonaws</groupId>
<artifactId>aws-java-sdk-kinesis</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<groupId>software.amazon.glue</groupId>
<artifactId>schema-registry-serde</artifactId>
<version>1.1.5</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.fasterxml.jackson.dataformat</groupId>
<artifactId>jackson-dataformat-cbor</artifactId>
<version>2.11.3</version>
</dependency>
</dependencies>

2. PutRecords または Kinesis Data Streams の PutRecord API を使用しながら、プロデューサ内にス
キーマヘッダー情報を追加します。
//The following lines add a Schema Header to the record
com.amazonaws.services.schemaregistry.common.Schema awsSchema =
new com.amazonaws.services.schemaregistry.common.Schema(schemaDefinition,
DataFormat.AVRO.name(),
schemaName);
GlueSchemaRegistrySerializerImpl glueSchemaRegistrySerializer =
new
GlueSchemaRegistrySerializerImpl(DefaultCredentialsProvider.builder().build(), new
GlueSchemaRegistryConfiguration(getConfigs()));
byte[] recordWithSchemaHeader =
glueSchemaRegistrySerializer.encode(streamName, awsSchema, recordAsBytes);

3. プロデューサ内で PutRecords または PutRecord API を使用して、レコードをデータストリームに配
置します。
4. コンシューマ内で、ヘッダーからスキーマレコードを削除し、Avro スキーマレコードをシリアル化しま
す。
//The following lines remove Schema Header from record
GlueSchemaRegistryDeserializerImpl glueSchemaRegistryDeserializer =
new
GlueSchemaRegistryDeserializerImpl(DefaultCredentialsProvider.builder().build(),
getConfigs());
byte[] recordWithSchemaHeaderBytes = new
byte[recordWithSchemaHeader.remaining()];
recordWithSchemaHeader.get(recordWithSchemaHeaderBytes, 0,
recordWithSchemaHeaderBytes.length);
com.amazonaws.services.schemaregistry.common.Schema awsSchema =
glueSchemaRegistryDeserializer.getSchema(recordWithSchemaHeaderBytes);
byte[] record =
glueSchemaRegistryDeserializer.getData(recordWithSchemaHeaderBytes);
//The following lines serialize an AVRO schema record
if (DataFormat.AVRO.name().equals(awsSchema.getDataFormat())) {
Schema avroSchema = new
org.apache.avro.Schema.Parser().parse(awsSchema.getSchemaDefinition());
Object genericRecord = convertBytesToRecord(avroSchema, record);
System.out.println(genericRecord);
}
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Kinesis Data Streams API を使用したデータの操作
以下に、PutRecords および GetRecords API を使用するコード例を示します。
//Full sample code
import
com.amazonaws.services.schemaregistry.deserializers.GlueSchemaRegistryDeserializerImpl;
import com.amazonaws.services.schemaregistry.serializers.GlueSchemaRegistrySerializerImpl;
import com.amazonaws.services.schemaregistry.utils.AVROUtils;
import com.amazonaws.services.schemaregistry.utils.AWSSchemaRegistryConstants;
import org.apache.avro.Schema;
import org.apache.avro.generic.GenericData;
import org.apache.avro.generic.GenericDatumReader;
import org.apache.avro.generic.GenericDatumWriter;
import org.apache.avro.generic.GenericRecord;
import org.apache.avro.io.Decoder;
import org.apache.avro.io.DecoderFactory;
import org.apache.avro.io.Encoder;
import org.apache.avro.io.EncoderFactory;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.DefaultCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.services.glue.model.DataFormat;
import
import
import
import
import
import
import

java.io.ByteArrayOutputStream;
java.io.File;
java.io.IOException;
java.nio.ByteBuffer;
java.util.Collections;
java.util.HashMap;
java.util.Map;

public class PutAndGetExampleWithEncodedData {
static final String regionName = "us-east-2";
static final String streamName = "testStream1";
static final String schemaName = "User-Topic";
static final String AVRO_USER_SCHEMA_FILE = "src/main/resources/user.avsc";
KinesisApi kinesisApi = new KinesisApi();
void runSampleForPutRecord() throws IOException {
Object testRecord = getTestRecord();
byte[] recordAsBytes = convertRecordToBytes(testRecord);
String schemaDefinition = AVROUtils.getInstance().getSchemaDefinition(testRecord);
//The following lines add a Schema Header to a record
com.amazonaws.services.schemaregistry.common.Schema awsSchema =
new com.amazonaws.services.schemaregistry.common.Schema(schemaDefinition,
DataFormat.AVRO.name(),
schemaName);
GlueSchemaRegistrySerializerImpl glueSchemaRegistrySerializer =
new
GlueSchemaRegistrySerializerImpl(DefaultCredentialsProvider.builder().build(), new
GlueSchemaRegistryConfiguration(regionName));
byte[] recordWithSchemaHeader =
glueSchemaRegistrySerializer.encode(streamName, awsSchema, recordAsBytes);
//Use PutRecords api to pass a list of records
kinesisApi.putRecords(Collections.singletonList(recordWithSchemaHeader),
streamName, regionName);

}

//OR
//Use PutRecord api to pass single record
//kinesisApi.putRecord(recordWithSchemaHeader, streamName, regionName);

byte[] runSampleForGetRecord() throws IOException {
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ByteBuffer recordWithSchemaHeader = kinesisApi.getRecords(streamName, regionName);
//The following lines remove the schema registry header
GlueSchemaRegistryDeserializerImpl glueSchemaRegistryDeserializer =
new
GlueSchemaRegistryDeserializerImpl(DefaultCredentialsProvider.builder().build(), new
GlueSchemaRegistryConfiguration(regionName));
byte[] recordWithSchemaHeaderBytes = new byte[recordWithSchemaHeader.remaining()];
recordWithSchemaHeader.get(recordWithSchemaHeaderBytes, 0,
recordWithSchemaHeaderBytes.length);
com.amazonaws.services.schemaregistry.common.Schema awsSchema =
glueSchemaRegistryDeserializer.getSchema(recordWithSchemaHeaderBytes);
byte[] record =
glueSchemaRegistryDeserializer.getData(recordWithSchemaHeaderBytes);
//The following lines serialize an AVRO schema record
if (DataFormat.AVRO.name().equals(awsSchema.getDataFormat())) {
Schema avroSchema = new
org.apache.avro.Schema.Parser().parse(awsSchema.getSchemaDefinition());
Object genericRecord = convertBytesToRecord(avroSchema, record);
System.out.println(genericRecord);
}
}

return record;

private byte[] convertRecordToBytes(final Object record) throws IOException {
ByteArrayOutputStream recordAsBytes = new ByteArrayOutputStream();
Encoder encoder = EncoderFactory.get().directBinaryEncoder(recordAsBytes, null);
GenericDatumWriter datumWriter = new
GenericDatumWriter<>(AVROUtils.getInstance().getSchema(record));
datumWriter.write(record, encoder);
encoder.flush();
return recordAsBytes.toByteArray();
}
private GenericRecord convertBytesToRecord(Schema avroSchema, byte[] record) throws
IOException {
final GenericDatumReader<GenericRecord> datumReader = new
GenericDatumReader<>(avroSchema);
Decoder decoder = DecoderFactory.get().binaryDecoder(record, null);
GenericRecord genericRecord = datumReader.read(null, decoder);
return genericRecord;
}
private Map<String, String> getMetadata() {
Map<String, String> metadata = new HashMap<>();
metadata.put("event-source-1", "topic1");
metadata.put("event-source-2", "topic2");
metadata.put("event-source-3", "topic3");
metadata.put("event-source-4", "topic4");
metadata.put("event-source-5", "topic5");
return metadata;
}
private GlueSchemaRegistryConfiguration getConfigs() {
GlueSchemaRegistryConfiguration configs = new
GlueSchemaRegistryConfiguration(regionName);
configs.setSchemaName(schemaName);
configs.setAutoRegistration(true);
configs.setMetadata(getMetadata());
return configs;
}
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private Object getTestRecord() throws IOException {
GenericRecord genericRecord;
Schema.Parser parser = new Schema.Parser();
Schema avroSchema = parser.parse(new File(AVRO_USER_SCHEMA_FILE));
genericRecord = new GenericData.Record(avroSchema);
genericRecord.put("name", "testName");
genericRecord.put("favorite_number", 99);
genericRecord.put("favorite_color", "red");

}

}

return genericRecord;

ユースケース: Amazon Kinesis Data Analytics for Apache Flink
Apache Flinkは、無制限および制限付きのデータストリームに対するステートフルな計算に広く使用さ
れている、オープンソースフレームワークの分散処理エンジンです。Amazon Kinesis Data Analytics for
Apache Flink は、ストリーミングデータを処理するための Apache Flink アプリケーションを構築および管
理できるようにする、完全マネージド型の AWS サービスです。
オープンソースの Apache Flink では、多数のソースとシンクを利用できます。例えば、事前定義済みの
データソースには、ファイル、ディレクトリ、およびソケットからの読み込みや、コレクションとイテ
レータからのデータの取り込みなどが含まれています。Apache Flink DataStream Connector は、Apache
Flinkが、Apache Kafka や Kinesis などの各種サードパーティー製システムと、ソースおよび/またはシン
クとしてインターフェースするためのコードを提供します。
詳細については、Amazon Kinesis Data Analytics デベロッパーガイドを参照してください。

Apache Flink Kafka Connector
Apache Flinkは、Kafka のトピックに対するデータの読み取りおよび書き込みを、正確に一度で行えるよ
うにするための、Apache Kafka データストリームのコネクタを提供します。Flink の Kafka コンシュー
マ FlinkKafkaConsumer では、1 つ以上の Kafka トピックから読み取りを行うアクセスが提供されま
す。Apache Flink の Kafka プロデューサ FlinkKafkaProducer では、1 つ以上の Kafka トピックに対し
レコードのストリームを書き込むことができます。詳細については、「Apache Kafka Connector」を参照
してください。

Apache Flink Kinesis Streams Connector
Kinesis データストリームのコネクタは、Amazon Kinesis Data Streams へのアクセスを提供します。並
列ストリーミングデータソース FlinkKinesisConsumer は、同じAWS のサービスリージョン内で複数
の Kinesis ストリームにサブスクライブされ、ジョブの実行中にストリームの再シャーディングを透過的
に (確実に 1 回で) 処理できます。コンシューマーの各サブタスクが、複数の Kinesis シャードからのデー
タレコードの取得を受け持ちます。各サブタスクによって取得されるシャードの数は、Kinesis によって
シャードが閉じられ、また作成されるたびに変化します。FlinkKinesisProducer は Kinesis Producer
Library (KPL) を使用して、Kinesis ストリーム内に Apache Flink ストリームからのデータを配置します。
詳細については、「Amazon Kinesis Streams Connector」を参照してください。
詳細については、AWS Glue のGitHub リポジトリを参照してください。

Apache Flink との統合
Schema Registry で提供されている SerDes ライブラリは、Apache Flink と統合されていま
す。Apache Flink を使用するには、SerializationSchema および DeserializationSchema
のインターフェイス (GlueSchemaRegistryAvroSerializationSchema および
GlueSchemaRegistryAvroDeserializationSchema) を実装する必要があります。これら
は、Apache Flink コネクタにプラグインして使用します。
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Apache Flink アプリケーションへの AWS Glue Schema Registry の依存関係の追
加
Apache Flink アプリケーション内で AWS Glue Schema Registry との統合の依存関係をセットアップする
には
1. pom.xml ファイルに依存関係を追加します。
<dependency>
<groupId>software.amazon.glue</groupId>
<artifactId>schema-registry-flink-serde</artifactId>
<version>1.0.0</version>
</dependency>

Kafka または Amazon MSK を Apache Flink と統合する
Kafka をソースまたはシンクとしながら、Apache Flink に対し Kinesis Data Analytics を使用できます。
Kafka をソースとする場合
次の図は、Kafka をソースとしながら、Kinesis Data Streams に Kinesis Data Analytics for Apache Flink
を統合した様子です。

Kafka をシンクとする場合
次の図は、Kafka をシンクとしながら、Kinesis Data Streams に Kinesis Data Analytics for Apache Flink
を統合した様子です。

175

AWS Glue デベロッパーガイド
AWS Glue Schema Registry との統合

Kafka をソースもしくはシンクとしながら、Kafka (または Amazon MSK)を Kinesis Data Analytics for
Apache Flink と統合するには、以下のコード変更を行います。太字で示されたコードブロックを、類似す
るセクション内の対応するコードにそれぞれ追加します。
Kafka をソースとする場合は、デシリアライザ用コード (ブロック 2) を使用します。Kafka をシンクとす
る場合は、シリアライザコード (ブロック 3) を使用します。
StreamExecutionEnvironment env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment();
String topic = "topic";
Properties properties = new Properties();
properties.setProperty("bootstrap.servers", "localhost:9092");
properties.setProperty("group.id", "test");
// block 1
Map<String, Object> configs = new HashMap<>();
configs.put(AWSSchemaRegistryConstants.AWS_REGION, "aws-region");
configs.put(AWSSchemaRegistryConstants.SCHEMA_AUTO_REGISTRATION_SETTING, true);
configs.put(AWSSchemaRegistryConstants.AVRO_RECORD_TYPE,
AvroRecordType.GENERIC_RECORD.getName());
FlinkKafkaConsumer<GenericRecord> consumer = new FlinkKafkaConsumer<>(
topic,
// block 2
GlueSchemaRegistryAvroDeserializationSchema.forGeneric(schema, configs),
properties);
FlinkKafkaProducer<GenericRecord> producer = new FlinkKafkaProducer<>(
topic,
// block 3
GlueSchemaRegistryAvroSerializationSchema.forGeneric(schema, topic, configs),
properties);
DataStream<GenericRecord> stream = env.addSource(consumer);
stream.addSink(producer);
env.execute();

Kinesis Data Streams と Apache Flink との統合
Kinesis Data Streams をソースまたはシンクとして、Kinesis Data Analytics for Apache Flink を使用できま
す。
Kinesis Data Streams をソースとする場合
以下の図では、Kinesis Data Streams をソースとしながら、Kinesis Data Streams と Kinesis Data
Analytics for Apache Flink を統合しています。

Kinesis Data Streams をシンクとする場合
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以下の図では、Kinesis Data Streams をシンクとしながら、Kinesis Data Streams と Kinesis Data
Analytics for Apache Flink を統合しています。

Kinesis Data Streams をソースもしくはシンクとして使用しながら、Kinesis Data Streams と Kinesis
Data Analytics for Apache Flink を統合するには、以下のコード変更を行います。太字で示されたコードブ
ロックを、類似するセクション内の対応するコードにそれぞれ追加します。
Kinesis Data Streams をソースとする場合は、デシリアライザコード (ブロック 2) を使用します。Kinesis
Data Streams をシンクとする場合は、シリアライザコード (ブロック 3) を使用します。
StreamExecutionEnvironment env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment();
String streamName = "stream";
Properties consumerConfig = new Properties();
consumerConfig.put(AWSConfigConstants.AWS_REGION, "aws-region");
consumerConfig.put(AWSConfigConstants.AWS_ACCESS_KEY_ID, "aws_access_key_id");
consumerConfig.put(AWSConfigConstants.AWS_SECRET_ACCESS_KEY, "aws_secret_access_key");
consumerConfig.put(ConsumerConfigConstants.STREAM_INITIAL_POSITION, "LATEST");
// block 1
Map<String, Object> configs = new HashMap<>();
configs.put(AWSSchemaRegistryConstants.AWS_REGION, "aws-region");
configs.put(AWSSchemaRegistryConstants.SCHEMA_AUTO_REGISTRATION_SETTING, true);
configs.put(AWSSchemaRegistryConstants.AVRO_RECORD_TYPE,
AvroRecordType.GENERIC_RECORD.getName());
FlinkKinesisConsumer<GenericRecord> consumer = new FlinkKinesisConsumer<>(
streamName,
// block 2
GlueSchemaRegistryAvroDeserializationSchema.forGeneric(schema, configs),
properties);
FlinkKinesisProducer<GenericRecord> producer = new FlinkKinesisProducer<>(
// block 3
GlueSchemaRegistryAvroSerializationSchema.forGeneric(schema, topic, configs),
properties);
producer.setDefaultStream(streamName);
producer.setDefaultPartition("0");
DataStream<GenericRecord> stream = env.addSource(consumer);
stream.addSink(producer);
env.execute();
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ユースケース: AWS Lambda との統合
AWS Lambda 関数を Apache Kafka/Amazon MSK のコンシューマーとして使用し、Avro でエンコードさ
れたメッセージを AWS Glue Schema Registry により非シリアル化するには、MSK ラボのページをご覧く
ださい。

ユースケース: AWS Glue Data Catalog
AWS Glue テーブルは、手動による指定、または AWS Glue Schema Registry への参照によって指定で
きる、スキーマをサポートしています。AWS Glue テーブルまたは Data Catalog のパーティションを
作成または更新する際に、オプションで Schema Registry に格納されているスキーマを使用できるよう
に、Schema Registry には Data Catalog が統合されています。Schema Registry のスキーマ定義を特定す
るには、少なくとも、対象となるスキーマの ARN を知る必要があります。スキーマ定義を含むスキーマ
のスキーマバージョンは、UUID またはバージョン番号により参照が可能です。スキーマバージョンの中
でも「最新」バージョンについては、バージョン番号または UUID を把握しなくても常に参照することが
できます。
CreateTable または UpdateTable オペレーションの呼び出し時は、Schema Registry 内の既存のス
キーマに対する TableInput を指定するために SchemaReference 構造体 (StorageDescriptor を含
む) を渡します。同様に、GetTable または GetPartition API を呼び出す場合は、そのレスポンスにス
キーマと SchemaReference が含まれます。スキーマ参照を使用してテーブルまたはパーティションが作
成されると、Data Catalog はこのスキーマ参照のスキーマ取得を試みます。Schema Registry 内にスキー
マが見つからない場合は、GetTable レスポンスで空のスキーマを返します。それ以外では、このレスポ
ンスにスキーマとスキーマ参照の両方が出力されます。
また、AWS Glue コンソールからアクションを実行することも可能です。
これらのオペレーションを実行し、スキーマ情報を作成、更新、または表示するに
は、GetSchemaVersion API に対する IAM ユーザー用のアクセス許可を、呼び出し元に付与する必要が
あります。

テーブルの追加またはテーブルのスキーマの更新
既存のスキーマから新しいテーブルを追加すると、そのテーブルは特定のスキーマバージョンにバ
インドされます。新しいスキーマバージョンの登録が完了すると、このテーブル定義が、AWS Glue
コンソールの [View table] (テーブルの表示) ページ、もしくは UpdateTable アクション (Python:
update_table) (p. 782) API を使用して更新できるようになります。

既存のスキーマからのテーブルの追加
AWS Glue コンソールまたは CreateTable API を使用して、レジストリ内のスキーマバージョンから
AWS Glue を作成できます。
AWS Glue API
CreateTable API を呼び出す際に、(StorageDescriptor にSchemaReference が指定されている)
TableInput を、スキーマレジストリの既存のスキーマに追加します。
AWS Glue コンソール
AWS Glue コンソールを使用してテーブルを作成するには
1. AWS Management Console にサインインし、AWS Glue コンソール (https://console.aws.amazon.com/
glue/) を開きます。
2. ナビゲーションペインの [Data catalog] (データカタログ) で、[Tables] (テーブル) をクリックします。
3. [Add Tables] (テーブルの追加) メニューで、[Add table from existing schema] (既存のスキーマからテー
ブルを追加する) をクリックします。
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4. テーブルのプロパティとデータストアを、AWS Glue デベロッパーガイド に沿って設定します。
5. [Choose a Glue schema] (Glue スキーマの選択) ページで、スキーマが置かれている [Registry] (レジス
トリ) を選択します。
6. [Schema name] (スキーマ名) をクリックし、適用するスキーマの [Version] (バージョン) を選択しま
す。
7. スキーマのプレビューを確認し、[Next] (次へ) をクリックします。
8. テーブルを確認し、作成します。
作成したテーブルに適用されたスキーマとバージョンは、テーブルの一覧内で [Glue schema] (Glue ス
キーマ) 列に表示されます。テーブルを表示すると、さらに詳細を確認できます。

テーブルのスキーマの更新
新しいスキーマバージョンが使用可能になったら、テーブルのスキーマを UpdateTable アクション
(Python: update_table) (p. 782) API または AWS Glue コンソールにより更新することができます

Important
手動で指定された AWS Glue スキーマを含む既存のテーブル用にスキーマを更新する場
合、Schema Registry で参照される新しいスキーマは互換性を持たない可能性があります。この
場合、ジョブが失敗することがあります。
AWS Glue API
UpdateTable API を呼び出す際に、(StorageDescriptor にSchemaReference が指定されている)
TableInput を、スキーマレジストリの既存のスキーマに追加します。
AWS Glue コンソール
AWS Glue コンソールからテーブルのスキーマを更新するには
1. AWS Management Console にサインインし、AWS Glue コンソール (https://console.aws.amazon.com/
glue/) を開きます。
2. ナビゲーションペインの [Data catalog] (データカタログ) で、[Tables] (テーブル) をクリックします。
3. テーブルの一覧でテーブルを表示します。
4. 新しいバージョンの情報が表示されたボックスで、[Update schema] (スキーマの更新) をクリックしま
す。
5. 現在のスキーマと更新後のスキーマの違いを確認します。
6. さらに詳細を表示するには、[Show all schema differences] (スキーマの違いをすべて表示) をクリック
します。
7. [Save table] (テーブルを保存) をクリックし、新しいバージョンを受け入れます。

ユースケース: AWS Glue ストリーミング
AWS Glue ストリーミングは、ストリーミングソースからのデータを消費し、出力シンクに書き込む前に
ETL オペレーションを実行します。入力ストリーミングソースは、データテーブルを使用して指定する
か、ソース構成を指定して直接指定することができます。
AWS Glue ストリーミングは、AWS Glue スキーマレジストリに存在するスキーマで作成されたストリー
ミングソースのデータカタログテーブルをサポートします。AWS Glue スキーマレジストリにスキーマ
を作成し、そのスキーマを使用してストリーミングソースで AWS Glue テーブルを作成できます。この
AWS Glue テーブルは、 AWS Glue ストリーミングジョブへの入力として使用し、入力ストリーミングの
データを逆シリアル化することができます。
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注意すべき点は、AWS Glue スキーマレジスト内のスキーマが変化した場合、AWS Glue ストリーミング
ジョブを再度開始して、スキーマの変更を反映させる必要があることです。

ユースケース: Apache Kafka ストリーム
Apache Kafka Streams APIは、Apache Kafka に格納されているデータを処理・分析するためのクライアン
トライブラリです。このセクションでは、Apache Kafka Streams と AWS Glue Schema Registry の統合に
ついて説明します。これにより、データストリーミングアプリケーションのスキーマを、管理および適用
できるようになります。Apache Kafka Streams の詳細については、「Apache Kafka Streams」を参照し
てください。

SerDes ライブラリとの統合
GlueSchemaRegistryKafkaStreamsSerde クラスにより、Streams のアプリケーションを設定できま
す。

Kafka Streams アプリケーションのコード例
Apache Kafka Streams アプリケーション内で AWS Glue Schema Registry を使用するには
1. Kafka Streams アプリケーションを設定します。
final Properties props = new Properties();
props.put(StreamsConfig.APPLICATION_ID_CONFIG, "avro-streams");
props.put(StreamsConfig.BOOTSTRAP_SERVERS_CONFIG, "localhost:9092");
props.put(StreamsConfig.CACHE_MAX_BYTES_BUFFERING_CONFIG, 0);
props.put(StreamsConfig.DEFAULT_KEY_SERDE_CLASS_CONFIG,
Serdes.String().getClass().getName());
props.put(StreamsConfig.DEFAULT_VALUE_SERDE_CLASS_CONFIG,
AWSKafkaAvroSerDe.class.getName());
props.put(ConsumerConfig.AUTO_OFFSET_RESET_CONFIG, "earliest");
props.put(AWSSchemaRegistryConstants.AWS_REGION, "aws-region");
props.put(AWSSchemaRegistryConstants.SCHEMA_AUTO_REGISTRATION_SETTING, true);
props.put(AWSSchemaRegistryConstants.AVRO_RECORD_TYPE,
AvroRecordType.GENERIC_RECORD.getName());
props.put(AWSSchemaRegistryConstants.DATA_FORMAT, DataFormat.AVRO.name());

2. トピック avro-input からストリームを作成します。
StreamsBuilder builder = new StreamsBuilder();
final KStream<String, GenericRecord> source = builder.stream("avro-input");

3. データレコードを処理します (favorite_color の値がピンクであるか、値が 15 となっているレコードの
除外など)。
final KStream<String, GenericRecord> result = source
.filter((key, value) > !"pink".equals(String.valueOf(value.get("favorite_color"))));
.filter((key, value) -> !"15.0".equals(String.valueOf(value.get("amount"))));

4. トピック avro-output に結果を書き込みます。
result.to("avro-output");
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5. Apache Kafka Streams アプリケーションを起動します。
KafkaStreams streams = new KafkaStreams(builder.build(), props);
streams.start();

実装結果
以下の結果は、ステップ 3 において (favorite_color が「pink」であるか値が「15.0」であるために) 除外さ
れたレコードに関するフィルタリング処理を示しています。
フィルタリング前のレコード:
{"name":
{"name":
{"name":
{"name":
{"name":

"Sansa", "favorite_number": 99, "favorite_color": "white"}
"Harry", "favorite_number": 10, "favorite_color": "black"}
"Hermione", "favorite_number": 1, "favorite_color": "red"}
"Ron", "favorite_number": 0, "favorite_color": "pink"}
"Jay", "favorite_number": 0, "favorite_color": "pink"}

{"id": "commute_1","amount": 3.5}
{"id": "grocery_1","amount": 25.5}
{"id": "entertainment_1","amount": 19.2}
{"id": "entertainment_2","amount": 105}
{"id": "commute_1","amount": 15}

フィルタリング後のレコード:
{"name":
{"name":
{"name":
{"name":
{"id":
{"id":
{"id":
{"id":

"Sansa", "favorite_number": 99, "favorite_color": "white"}
"Harry", "favorite_number": 10, "favorite_color": "black"}
"Hermione", "favorite_number": 1, "favorite_color": "red"}
"Ron", "favorite_number": 0, "favorite_color": "pink"}

"commute_1","amount": 3.5}
"grocery_1","amount": 25.5}
"entertainment_1","amount": 19.2}
"entertainment_2","amount": 105}

ユースケース: Apache Kafka Connect
Apache Kafka Connect と AWS Glue Schema Registry を統合することで、コネクタからスキーマ情報を取
得できるようになります。Apache Kafka のコンバータにより、Apache Kafka 内のデータ形式と、Apache
Kafka Connect データへの変換方法を指定します。すべての Apache Kafka Connect ユーザーは、これらの
コンバータを Apache Kafka との間でロードまたは保存する際に、データに適用する形式に基づいた設定
を行う必要があります。これにより、Apache Kafka Connect データを AWS Glue Schema Registry で使用
する型 (例: Avro) に変換する独自のコンバータを定義し、さらにシリアライザを使用してスキーマを登録
しシリアル化を実行します。その後コンバータはデシリアライザを使用して、Apache Kafka から受信した
データを逆シリアル化し、元の Apache Kafka Connect データに変換することができます。ワークフロー
の例を以下の図に示します。
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1. AWS Glue Schema Registry 用 Githubリポジトリをクローンして、aws-glue-schema-registry プ
ロジェクトをインストールします。
git clone git@github.com:awslabs/aws-glue-schema-registry.git
cd aws-glue-schema-registry
mvn clean install
mvn dependency:copy-dependencies

2. Apache Kafka Connect を Standalone モードで使用する予定の場合、このステップで以下に示した手順
を使用して、connect-standalone.properties を更新します。Apache Kafka Connect を Distributed モー
ドで使用する予定の場合は、同じ手順により connect-avro-distributed.properties を更新します。
a. Apache Kafka の接続プロパティファイルにも、これらのプロパティを追加します。
key.converter.region=aws-region
value.converter.region=aws-region
key.converter.schemaAutoRegistrationEnabled=true
value.converter.schemaAutoRegistrationEnabled=true
key.converter.avroRecordType=GENERIC_RECORD
value.converter.avroRecordType=GENERIC_RECORD
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b. 以下のコマンドを、[kafka-run-class.sh] の下の [Launch mode] (起動モード) セクションに追加しま
す。
-cp $CLASSPATH:"<your AWS GlueSchema Registry base directory>/target/dependency/*"

3. [kafka-run-class.sh] の下の [Launch mode] (起動モード) セクションに以下のコマンドを追加する
-cp $CLASSPATH:"<your AWS GlueSchema Registry base directory>/target/dependency/*"

プリンシパルは以下のようになります。

# Launch mode
if [ "x$DAEMON_MODE" = "xtrue" ]; then
nohup "$JAVA" $KAFKA_HEAP_OPTS $KAFKA_JVM_PERFORMANCE_OPTS $KAFKA_GC_LOG_OPTS
$KAFKA_JMX_OPTS $KAFKA_LOG4J_OPTS -cp $CLASSPATH:"/Users/johndoe/aws-glue-schemaregistry/target/dependency/*" $KAFKA_OPTS "$@" > "$CONSOLE_OUTPUT_FILE" 2>&1 < /dev/null
&
else
exec "$JAVA" $KAFKA_HEAP_OPTS $KAFKA_JVM_PERFORMANCE_OPTS $KAFKA_GC_LOG_OPTS
$KAFKA_JMX_OPTS $KAFKA_LOG4J_OPTS -cp $CLASSPATH:"/Users/johndoe/aws-glue-schemaregistry/target/dependency/*" $KAFKA_OPTS "$@"
fi

4. bash を使用している場合は、以下のコマンドを実行して、bash_profile で CLASSPATH を設定しま
す。他のシェルの場合は、それに応じて環境を更新します。
echo 'export GSR_LIB_BASE_DIR=<>' >>~/.bash_profile
echo 'export GSR_LIB_VERSION=1.0.0' >>~/.bash_profile
echo 'export KAFKA_HOME=<your Apache Kafka installation directory>' >>~/.bash_profile
echo 'export CLASSPATH=$CLASSPATH:$GSR_LIB_BASE_DIR/avro-kafkaconnect-converter/target/
schema-registry-kafkaconnect-converter-$GSR_LIB_VERSION.jar:$GSR_LIB_BASE_DIR/common/
target/schema-registry-common-$GSR_LIB_VERSION.jar:$GSR_LIB_BASE_DIR/avro-serializerdeserializer/target/schema-registry-serde-$GSR_LIB_VERSION.jar' >>~/.bash_profile
source ~/.bash_profile

5. (オプション) 単純なファイルをソースとして使用しテストを行う場合は、ファイルソースコネクタのク
ローンを作成します。
git clone https://github.com/mmolimar/kafka-connect-fs.git
cd kafka-connect-fs/

a. ソースコネクタの設定で、データ形式を Avro に、ファイルリーダーを AvroFileReader に変更し
ます。さらに、読み込んでいるファイルパスからサンプルの Avro オブジェクトを更新します。例:
vim config/kafka-connect-fs.properties

fs.uris=<path to a sample avro object>
policy.regexp=^.*\.avro$
file_reader.class=com.github.mmolimar.kafka.connect.fs.file.reader.AvroFileReader

b. ソースコネクタをインストールします。
mvn clean package
echo "export CLASSPATH=\$CLASSPATH:\"\$(find target/ -type f -name '*.jar'| grep '\package' | tr '\n' ':')\"" >>~/.bash_profile
source ~/.bash_profile
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c. <your Apache Kafka installation directory>/config/connect-filesink.properties のシンクのプロパティを更新し、トピック名と出力ファイル名を更新します。
file=<output file full path>
topics=<my topic>

6. Source Connector (この例では、ソースファイルのコネクタ) を起動します。
$KAFKA_HOME/bin/connect-standalone.sh $KAFKA_HOME/config/connect-standalone.properties
config/kafka-connect-fs.properties

7. Sink Connector (この例では、シンクファイルのコネクタ) を実行します。
$KAFKA_HOME/bin/connect-standalone.sh $KAFKA_HOME/config/connect-standalone.properties
$KAFKA_HOME/config/connect-file-sink.properties

Kafka Connect の使用例については、AWS Glue Schema Registry 用 Githubリポジトリの、integrationtests フォルダにある run-local-tests.sh スクリプトでご確認ください。

サードパーティー製のスキーマレジストリから AWS
Glue Schema Registry への移行
サードパーティー製スキーマレジストリから AWS Glue Schema Registry への移行作業は、その時点
での既存のサードパーティー製スキーマレジストリにより異なります。サードパーティーのスキーマレ
ジストリを使用して送信された Apache Kafka トピック内にレコードがある場合、コンシューマはサー
ドパーティーのスキーマレジストリを使用して、それらのレコードを非シリアル化する必要がありま
す。AWSKafkaAvroDeserializer には、セカンダリのデシリアライザクラスを定義する機能がありま
す。このクラスは、サードパーティーのデシリアライザを特定し、対象のレコードを非シリアル化するた
めに使用できます、
サードパーティー製スキーマには、使用停止に関して 2 つの基準があります。1 つ目の基準では、サード
パーティー製スキーマレジストリを使用する Apache Kafka トピックのレコードを必要とするコンシュー
マが、なくなった後にのみ使用停止となります。2 つ目の基準では、トピックに指定された保持期間に応
じ、Apache Kafka トピックの試用期間が終了することで使用停止となります。無制限の保持期間を持つト
ピックの場合は、AWS Glue Schema Registry への移行は可能ですが、サードパーティー製スキーマレジ
ストリを使用停止にすることはできません。この回避策としては、アプリケーションまたは Mirror Maker
2 により現在のトピックを読み取り、AWS Glue Schema Registry を使用する新しいトピックとして作成
し直すことができます。
サードパーティー製スキーマレジストリから AWS Glue Schema Registry へ移行するには
1. AWS Glue Schema Registry にレジストリを作成するか、デフォルトのレジストリを使用します。
2. コンシューマを停止します。AWS Glue Schema Registry をプライマリのデシリアライザとして含める
ように、コンシューマを変更します、サードパーティーのスキーマレジストリをセカンダリに変更しま
す。
• コンシューマのプロパティを設定します。この例では、secondary_decerializer は別のデシリア
ライザに設定されています。動作は次のとおりです。コンシューマは Amazon MSK からレコー
ドを取得し、最初に AWSKafkaAvroDeserializer の使用を試みます。AWS Glue Schema
Registry のスキーマの、Avro スキーマ ID を含むマジックバイトを読み取ることができない場
合、AWSKafkaAvroDeserializerは、secondary_deserializer で指定されるデシリアライザク
ラスの使用を試みます。セカンダリのデシリアライザに固有のプロパティは、以下に示すよう
に、schema_registry_url_config や specific_avro_reader_config などのコンシューマプロパティでも指
定する必要があります。
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consumerProps.setProperty(ConsumerConfig.KEY_DESERIALIZER_CLASS_CONFIG,
StringDeserializer.class.getName());
consumerProps.setProperty(ConsumerConfig.VALUE_DESERIALIZER_CLASS_CONFIG,
AWSKafkaAvroDeserializer.class.getName());
consumerProps.setProperty(AWSSchemaRegistryConstants.AWS_REGION,
KafkaClickstreamConsumer.gsrRegion);
consumerProps.setProperty(AWSSchemaRegistryConstants.SECONDARY_DESERIALIZER,
KafkaAvroDeserializer.class.getName());
consumerProps.setProperty(KafkaAvroDeserializerConfig.SCHEMA_REGISTRY_URL_CONFIG, "URL
for third-party schema registry");
consumerProps.setProperty(KafkaAvroDeserializerConfig.SPECIFIC_AVRO_READER_CONFIG,
"true");

3. コンシューマを再起動します。
4. プロデューサを停止し、そのプロデューサで AWS Glue Schema Registry を指定します。
a. プロデューサのプロパティを設定します。この例のプロデューサでは、デフォルトのレジストリと自
動登録スキーマバージョンを使用しています。
producerProps.setProperty(ProducerConfig.KEY_SERIALIZER_CLASS_CONFIG,
StringSerializer.class.getName());
producerProps.setProperty(ProducerConfig.VALUE_SERIALIZER_CLASS_CONFIG,
AWSKafkaAvroSerializer.class.getName());
producerProps.setProperty(AWSSchemaRegistryConstants.AWS_REGION, "us-east-2");
producerProps.setProperty(AWSSchemaRegistryConstants.AVRO_RECORD_TYPE,
AvroRecordType.SPECIFIC_RECORD.getName());
producerProps.setProperty(AWSSchemaRegistryConstants.SCHEMA_AUTO_REGISTRATION_SETTING,
"true");

5. (オプション) 既存のスキーマおよびスキーマバージョンを、現在のサードパーティー製スキーマレ
ジストリから AWS Glue Schema Registry (AWS Glue Schema Registry のデフォルトレジストリ、
または AWS Glue Schema Registry 内の特定の非デフォルトレジストリ) に手動で移行します。これ
には、サードパーティーのスキーマレジストリから JSON 形式でスキーマをエクスポートし、AWS
Management Console または AWS CLI を使用しながら AWS Glue Schema Registry の新しいスキーマ
を作成します。
このステップは、AWS CLI および AWS Management Console を使用して、新しく作成されたスキーマ
バージョンについて、以前のスキーマバージョンとの互換性チェックを有効にする必要がある場合、ま
たはスキーマバージョンの自動登録を有効にした新しいスキーマで、プロデユーサがメッセージを送信
する場合に重要です。
6. プロデューサを起動します。
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Job 開発 (対話型セッション)
データエンジニアは AWS Glue のインタラクティブセッションを使用して、以前よりも迅速かつ簡単に
AWS Glue のジョブをオーサリングできます。
トピック
• AWS Glue インタラクティブセッションの概要 (p. 186)
• AWS Glue のインタラクティブセッションの開始方法 (p. 187)
• AWS Glue Jupyter および AWS Glue Studio ノートブックのインタラクティブセッションの設定
(p. 198)
• IAM を使用したインタラクティブセッション (p. 201)
• スクリプトまたはノートブックの AWS Glue ジョブジョブへの変換 (p. 207)
• AWS Glue ストリーミングのためのインタラクティブセッション (p. 207)
• AWS Glueスクリプトのローカルでの開発およびテスト (p. 209)
• 開発エンドポイント (p. 223)

AWS Glue インタラクティブセッションの概要
AWS Glue のインタラクティブセッションでは、データ準備および分析アプリケーションの構築、テス
ト、実行を迅速に行うことができます。インタラクティブセッションは、データ準備のための抽出、変
換、ロード (ETL) スクリプトを構築してテストするためのプログラムおよびビジュアルインターフェイ
スを提供します。インタラクティブセッションでは Apache Spark 分析アプリケーションが実行され、リ
モートの Spark ランタイム環境にオンデマンドでアクセスできます。AWS Glue はこれらのインタラク
ティブセッションのサーバーレス Spark を透過的に管理します。
AWS Glue の開発エンドポイントと違って、AWS Glue インタラクティブセッションはサーバーレスのた
め、インフラストラクチャを管理する必要がありません。インタラクティブセッションは速やかに開始で
きます。インタラクティブセッションは、最低 1 分から課金され、コスト管理機能を備えています。これ
により、データ準備アプリケーションの開発コストが削減されます。
インタラクティブセッションには柔軟性が備わっているため、お好みの環境からアプリケーションを構築
し、テストできます。インタラクティブセッションは、AWS Command Line Interface とAPIを介して作
成、操作することができます。Jupyter と互換性のあるノートブックを使用して、ノートブックスクリプト
を視覚的に作成し、テストできます。インタラクティブセッションは、PyCharm、IntelliJ、VS Code など
の IDE との統合を含め、Jupyter が統合するほぼすべてと統合できるオープンソースの Jupyter カーネルを
提供します。これにより、ローカル環境でコードをオーサリングし、インタラクティブセッションのバッ
クエンドでシームレスに実行できます。
インタラクティブセッション API を使用すると、Spark インフラストラクチャを管理する必要なく
Apache Spark 分析を使用するアプリケーションをプログラムで実行できます。単一のインタラクティブ
セッション内で 1 つ以上の Spark ステートメントを実行できます。
したがって、インタラクティブセッションは、より速く、安価で、柔軟にデータ準備および分析アプリ
ケーションを構築して実行することができます。インタラクティブセッションの使用方法については、こ
のセクションのドキュメントを参照してください。

Note
ジョブのブックマークは、インタラクティブセッションではサポートされていません。
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AWS Glue のインタラクティブセッションの開始方
法
これらのセクションでは、AWS Glue の対話型セッションをローカルで実行する方法について説明しま
す。

ローカルでインタラクティブセッションを設定するた
めの前提条件
インタラクティブセッションをインストールするための前提条件は次のとおりです。
• Python 3.6 以降
• MacOS/Linux および Windows の手順については、以下のセクションを参照してください。

MacOS/Linux の手順
Jupyter と AWS Glue インタラクティブセッション Jupyter カー
ネルのインストール
1. pip で jupyter boto3 と aws-glue-sessions をインストールします。Jupyter Lab も互換性があ
り、代わりにインストールできます。
pip3 install --upgrade jupyter boto3 aws-glue-sessions

2. 次のコマンドは、pip を使用して aws-glue-sessions のインストール場所を特定します。次に、関
連付けられた botocore が Jupyter カーネルをインストールします。
SITE_PACKAGES=$(pip3 show aws-glue-sessions | grep Location | awk '{print $2}')
jupyter kernelspec install $SITE_PACKAGES/aws_glue_interactive_sessions_kernel/
glue_pyspark
jupyter kernelspec install $SITE_PACKAGES/aws_glue_interactive_sessions_kernel/
glue_spark

セッション認証情報とリージョンの設定
AWS Glue インタラクティブセッションには、AWS Glue ジョブおよび開発エンドポイントと同じ IAM ア
クセス許可が必要です。インタラクティブセッションで使用するロールは、次のいずれかの方法で指定し
ます。
1. %iam_role と %region マジックを使用
2. ~/.aws/config の追加行を使用
マジックを使用したセッションロールの設定
最初のセルで、実行された最初のセルに「%iam_role <YourGlueServiceRole>」と入力します。
~/.aws/config を使用したセッションロールの設定
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インタラクティブセッションの AWS Glue サービスロールは、ノートブック自体で指定することも、AWS
CLI 設定と一緒に保存することもできます。AWS Glue ジョブで通常使用するロールがある場合、これが
ロールになります。AWS Glue ジョブに使用するロールがない場合は、「AWS Glue での IAM アクセス許
可のセットアップ」 のガイドに従って、設定してください。
このロールをインタラクティブセッションのデフォルトのロールとして設定するには、以下の手順を実施
します。
1.

テキストエディタで ~/.aws/credentials を開きます。

2.

AWS Glue に使用するプロファイルを探します。いずれのプロファイルも使わない場合
は、[Default] プロファイルを使用します。

3.

glue_role_arn=<AWSGlueServiceRole> に示すように、使用するロールのプロファイルに 1 行
を追加します。

4.

[オプション]: プロファイルにデフォルトのリージョンセットがない場合は、region=us-east-1 で
リージョンを追加し、us-east-1 を対象リージョンに置き換えることをお勧めします。

5.

設定を保存します。

詳しくは、「IAM を使用したインタラクティブセッション (p. 201) 」を参照してください。

Jupyter Notebook の実行
Jupyter Notebook を実行するには、以下の手順に従います。
1.

次のコマンドを実行して Jupyter Notebook をインストールします。
jupyter notebook

2.

[New] (新規) を選択して、次の AWS Glue カーネルのいずれかを選択して AWS Glue に対するコー
ディングを開始します。

Windows の手順
Jupyter と AWS Glue インタラクティブセッションカーネルのイ
ンストール
1. pip を使用して Jupyter をインストールします。Jupyter Lab も互換性があり、代わりにインストールで
きます。
pip3 install --upgrade jupyter boto3 aws-glue-sessions

2. (オプション) 次のコマンドを実行してインストールされているパッケージを一覧表示します。jupyterと
aws-glue-sessions が正常にインストールされると、jupyter 1.0.0 (またはそれ以降) を含むパッケー
ジの長いリストが表示されるはずです。
pip3 list

3. 次のコマンドを実行して、インタラクティブセッションカーネルを Jupyter にインストールします。こ
れらのコマンドは、pip から aws-glue-sessions のインストール場所を検索し、そこに Jupyter カー
ネルをインストールします。
a. ディレクトリを Python の site-packages ディレクトリ内の aws-glue-sessions のインス
トールディレクトリに変更します。
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pip3 show aws-glue-sessions | Select-String Location | ConvertFrom-String.p2

b. Windows PowerShell:
cd <site-packages Location>\aws_glue_interactive_sessions_kernel\

c. AWS Glue PySpark と AWS Glue Scala カーネルをインストールします。
jupyter-kernelspec install glue_pyspark

jupyter-kernelspec install glue_spark

セッション認証情報とリージョンの設定
AWS Glue インタラクティブセッションには、AWS Glue ジョブおよび開発エンドポイントと同じ IAM ア
クセス許可が必要です。インタラクティブセッションで使用するロールは、次のいずれかの方法で指定し
ます。
1. %iam_role と %region マジックを使用
2. ~/.aws/config の追加行を使用
マジックを使用したセッションロールの設定
最初のセルで、実行された最初のセルに「%iam_role <YourGlueServiceRole>」と入力します。
~/.aws/config を使用したセッションロールの設定
インタラクティブセッションの AWS Glue サービスロールは、ノートブック自体で指定することも、AWS
CLI 設定と一緒に保存することもできます。AWS Glue ジョブで通常使用するロールがある場合、これが
ロールになります。AWS Glue ジョブに使用するロールがない場合は、「AWS Glue での IAM アクセス許
可のセットアップ」 のガイドに従って、設定してください。
このロールをインタラクティブセッションのデフォルトのロールとして設定するには、以下の手順を実施
します。
1.

テキストエディタで ~/.aws/credentials を開きます。

2.

AWS Glue に使用するプロファイルを探します。いずれのプロファイルも使わない場合
は、[Default] プロファイルを使用します。

3.

glue_role_arn=<AWSGlueServiceRole> に示すように、使用するロールのプロファイルに 1 行
を追加します。

4.

[オプション]: プロファイルにデフォルトのリージョンセットがない場合は、region=us-east-1 で
リージョンを追加し、us-east-1 を対象リージョンに置き換えることをお勧めします。

5.

設定を保存します。

詳しくは、「IAM を使用したインタラクティブセッション (p. 201) 」を参照してください。

Jupyter の実行
Jupyter Notebook を実行するには、以下の手順に従います。
1.

次のコマンドを実行して Jupyter Notebook をインストールします。
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レビューからのアップグレード
jupyter notebook

2.

[New] (新規) を選択して、次の AWS Glue カーネルのいずれかを選択して AWS Glue に対するコー
ディングを開始します。

インタラクティブセッションプレビューからのアップ
グレード
カーネルがバージョン 0.27 でリリースされたときに、新しい名前でアップグレードされました。カーネル
のプレビューバージョンをクリーンアップするには、ターミナルまたは PowerShell から次のコマンドを実
行します。

Note
カスタムサービスモデルを必要とする他の AWS Glue プレビューに参加している場合は、この
カーネルを削除することで、対象のカスタムサービスモデルも削除されます。
# Remove Old Glue Kernels
jupyter kernelspec remove glue_python_kernel
jupyter kernelspec remove glue_scala_kernel
# Remove Custom Model
cd ~/.aws/models
rm -rf glue/

AWS Glue Studio ノートブックでインタラクティブ
セッションを使用する
「AWS Glue Studio 中でのノートブックの使用開始」を参照してください。

SageMaker ノートブックでのインタラクティブセッ
ションの使用
SageMaker ノートブックを使用してインタラクティブセッションを実行するには、手順に従って新しいラ
イフサイクル設定と SageMaker ノートブックインスタンスを作成します。

既存の SageMaker ノートブックインスタンスへのインストール
Note
既存の SageMaker ノートブックインスタンスへのインタラクティブセッションのインストール
は、現在サポートされていません。ライフサイクル設定を既存の SageMaker ノートブックインス
タンスで実行することは可能ですが、既存の SageMaker ノートブックインスタンスにインタラク
ティブセッションをインストールすると、kernelspec マネージャークラスが変更され、他のワー
クロードで問題が発生する可能性があります。

インタラクティブセッションを使用して新しいライフサイクル設
定と SageMaker ノートブックインスタンスを作成する
SageMaker コンソールをセットアップする
1.

ライフサイクル設定を作成する
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a.

SageMaker コンソール上で、[Lifecycle configurations] (ライフサイクル設定) ページを開きます。

b.

[Create Configuration (設定の作成)] を選択します。

c.

[Name] (名前) フィールドに、「AWSGlueInteractiveSessionsPreview」と入力します。
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d.

[Scripts] (スクリプト) セクションで、[Create notebook] (ノートブックの作成) タブを開きます。
以下をコピーしてテキストボックスに貼り付けた上で、[Create configuration] (設定の作成) をク
リックします。
#!/bin/bash
set -ex
sudo -u ec2-user -i <<'EOF'
ANACONDA_DIR=/home/ec2-user/anaconda3
# Create and Activate Conda Env
echo "Creating glue_pyspark conda enviornment"
conda create --name glue_pyspark python=3.7 ipykernel jupyter nb_conda -y
echo "Activating glue_pyspark"
source activate glue_pyspark
# Install Glue Sessions to Env
echo "Installing AWS Glue Sessions with pip"
pip install aws-glue-sessions
# Clone glue_pyspark to glue_scala. This is required because I had to match kernel
naming conventions to their environments and couldn't have two kernels in one
conda env.
echo "Cloning glue_pyspark to glue_scala"
conda create --name glue_scala --clone glue_pyspark
# Remove python3 kernel from glue_pyspark
rm -r ${ANACONDA_DIR}/envs/glue_pyspark/share/jupyter/kernels/python3
rm -r ${ANACONDA_DIR}/envs/glue_scala/share/jupyter/kernels/python3
# Copy kernels to Jupyter kernel env (Discoverable by conda_nb_kernel)
echo "Copying Glue PySpark Kernel"
cp -r ${ANACONDA_DIR}/envs/glue_pyspark/lib/python3.7/site-packages/
aws_glue_interactive_sessions_kernel/glue_pyspark/ ${ANACONDA_DIR}/envs/
glue_pyspark/share/jupyter/kernels/glue_pyspark/
echo "Copying Glue Spark Kernel"
mkdir ${ANACONDA_DIR}/envs/glue_scala/share/jupyter/kernels
cp -r ${ANACONDA_DIR}/envs/glue_scala/lib/python3.7/site-packages/
aws_glue_interactive_sessions_kernel/glue_spark/ ${ANACONDA_DIR}/envs/glue_scala/
share/jupyter/kernels/glue_spark/
echo "Changing Jupyter kernel manager from EnvironmentKernelSpecManager to
CondaKernelSpecManager"
JUPYTER_CONFIG=/home/ec2-user/.jupyter/jupyter_notebook_config.py
sed -i '/EnvironmentKernelSpecManager/ s/^/#/' ${JUPYTER_CONFIG}
echo "c.CondaKernelSpecManager.name_format='conda_{environment}'" >>
${JUPYTER_CONFIG}
echo "c.CondaKernelSpecManager.env_filter='anaconda3$|JupyterSystemEnv$|/R$'" >>
${JUPYTER_CONFIG}
EOF
systemctl restart jupyter-server

2.

新しいライフサイクル設定を使用する SageMaker ノートブックインスタンスを作成します。
a.

[Notebook Instances] (ノートブックインスタンス) をクリックします。
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b.

[Create notebook instance] (ノートブックインスタンスの作成) を選択します。

c.

[Notebook instance name] (ノートブックインスタンス名) のフィールドに名前を入力します。

d.

[Platform identifier] (プラットフォームの識別子) で、「notebook-al2-v1」を選択します。
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e.

[Additional configuration] (その他の設定) をクリックし、[Lifecycle configuration - optional] (ライフ
サイクル設定–オプショナル) ドロップダウンメニューを表示させます。

f.
g.

[AWS GlueInteractiveSessionsPreview] を選択します。
[Permissions and encryption] (アクセス許可と暗号化) セクションで、AWS Glue インタラクティ
ブセッションの実行に必要なアクセス許可を持つ IAM ロールを選択します。詳細については、
「Securing AWS Glue interactive sessions with IAM」(IAM によって のインタラクティブセッ
ションを保護する) を参照してください。

h.
3.

必要に応じて、追加のオプションを選択します。完了後、[Create notebook instance] (ノートブッ
クインスタンスの作成) をクリックします。
SageMaker ノートブックインスタンスでインタラクティブセッションを開始します。
a.
b.

4.

5.

ノートブックのプロビジョニングが完了したら、[Notebook instances] (ノートブックインスタン
スページ) で、[Jupyter Lab] を選択します。
[Notebook] (ノートブック) セクションで、「conda_glue_pyspark」または「conda_glue_scala」
のアイコンをクリックし、新しいノートブックを作成します。

コードの前のセルでマジックを実行して、AWS Glue セッションを設定します。利用可能なすべての
マジックを見つけるには、最初のセルで %help を実行します ~/.aws/configure での設定がまだ
の場合は、%iam_role を実行します。
インタラクティブセッションの設定と使用の詳細については、「Configuring AWS Glue interactive
sessions」( のインタラクティブセッションの設定) を参照してください。

SageMaker Studio でインタラクティブセッションを
使用する
「AWS Glue インタラクティブセッションを使用してデータを準備する」を参照してください。
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Microsoft Visual Studio Code によるインタラクティブ
セッションの使用
前提条件
• AWS Glue インタラクティブセッションをインストールし、Jupyter Notebook で動作することを確認し
ます。
• Jupyter により Visual Studio Code をダウンロードし、インストールします。詳細については、
「Jupyter Notebooks in VS Code」(VS コードでの Jupyter Notebook) を参照してください。
1.

Jupyter AutoStart in VSCode を無効にします。
Visual Studio Code では、Jupyter カーネルが自動起動します。セッションが開始済みであるため、
マジックは有効になりません。自動起動を無効にするには [Code] (コード) > [Preferences] (プリファ
レンス) > [Settings] (設定) > [Extensions] (拡張機能) > [Jupyter] > [Jupyter: Disable Jupyter Auto Start]
(Jupyter 自動起動を無効にする) の順に選択します。次のラベルのあるボックスをチェックします:
[When true, disables Jupyter from being automatically started for you. You must instead run a cell to
start Jupyter.] (Jupyter を開始するには、セルを実行してください)

2.

[File] (ファイル) > [New File] (新規ファイル) > [Save] (保存) の順に選択して、選択した名前でこの
ファイルを .ipynb 拡張子として保存するか、または [Select a language] (言語の選択) の直下で
[jupyter] を選択してファイルを保存します。

3.

ファイルをダブルクリックします。Jupyter シェルが表示され、ノートブックが開きます。

195

AWS Glue デベロッパーガイド
Microsoft Visual Studio Code による
インタラクティブセッションの使用

4.

ファイルを初回作成する際には、ディフォルトとしてカーネルが選択されていません。[Select Kernel]
(カーネルの選択) をクリックすると、使用可能なカーネルのリストが表示されます。[Glue PySpark]
を選択します。

「Glue PySpark」または「Glue Spark」カーネルを (それぞれ Python と Scala 用に) 選択します。

ドロップダウンリストに [AWS Glue PySpark] と [AWS Glue Spark] カーネルが表示されない場合、上
記のステップで AWS Glue カーネルがインストール済みであるか、または、Visual Studio Code の設
定で [python.pythonPath] に誤りがないかを確認します。python.pythonPath を検証するには、以下の
手順を参照してください。
a.

MS VS Code で、[Manage] (管理) > [Settings] (設定) に移動します。設定を開くアイコンをク
リックします。
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b.

python.pythonPath は、Python 環境 python >ロケーションパス< を指しているはずです。code .
を使用して仮想環境から Visual Studio Code を開くと、その仮想環境の pythonPath が設定され
ます。

c.

[python.pythonPath] が表示されない場合は、これを追加し、Visual Studio Code を再起動してく
ださい。以下の例を参照してください。
{
}

"python.pythonPath":"Python path of Python Virual environment"

{

"python.pythonPath":"/Users/username/Documents/interactive_sessions_demo/lib/
python3.8"
}

5.

AWS Glue のインタラクティブセッションを作成します。セッションの作成に進み、Juptyer ノート
ブックと同じ方法を使用します。最初のセルの先頭に必要なマジックを指定し、コードのステートメ
ントを実行します。
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AWS Glue Jupyter および AWS Glue Studio ノート
ブックのインタラクティブセッションの設定
Jupyter Magics の概要
Jupyter Magics は、セル先頭またはセル本文全体として実行できるコマンドです。マジックの先頭
は、Line Magics の場合は %、Cell Magics の場合は %% です。%region や %connections などの Line
Magics は、セル内の複数のマジック、または次の例のようにセル本文に含まれるコードを使用して実行で
きます。
%region us-east-2
%connections my_rds_connection
dy_f = glue_context.create_dynamic_frame.from_catalog(database='rds_tables',
table_name='sales_table')

Cell Magics はセル全体を使用する必要があり、コマンドを複数行に渡すことができます。%%sql の例を
以下に示します。
%%sql
select * from rds_tables.sales_table

Jupyter 向け AWS Glue インタラクティブセッション
でサポートされているマジック
以下に、Jupyter Notebookの AWS Glue インタラクティブセッションで使用できるマジックを示します。
Sessions Magics
名前

型

説明

%help

該当なし

すべてのマジックコマンドのために説明と入
力タイプのリストを返します。

%profile

文字列

AWS 認証情報プロバイダーとして使用するた
めの設定に、プロファイルを指定します。

%region

文字列

[AWS リージョン] を指定します。; この中
でセッションを初期化します。~/.aws/
configure. からのデフォルト設定

%idle_timeout

Int

セルが実行されてからセッションがタイム
アウトするまでの非アクティブ時間 (分)。デ
フォルトのアイドルタイムアウト値は 2880
分 (48 時間) です。

%session_id

文字列

実行中のセッションのためのセッション ID を
返します。文字列を指定すると、次の実行中
のセッションのセッション ID として設定され
ます。

%session_id_prefix

文字列

[session_id_prefix]-[session_id] の形式ですべ
てのセッション ID に先行する文字列を定義し
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名前

型

説明
ます。セッション ID を指定しないと、ランダ
ムな UUID が生成されます。

%status

現在の AWS Glue セッションのステータス
(期間、構成、実行中のユーザー/ロールなど)
を返します。

%stop_session

現在のセッションを停止します。

%list_sessions

名前と ID で、現在実行中のすべてのセッショ
ンをリストします。

%glue_version

文字列

このセッションで使用される Glue のバージョ
ン。現在、有効なオプションは 2.0 および 3.0
のみです。デフォルト値は 2.0 です。

%streaming

文字列

セッションタイプを AWS Glue ストリーミン
グに変更します。

%etl

文字列

セッションタイプを AWS Glue ETL に変更し
ます。

名前

型

説明

%%configure

辞書

セッションのすべての構成パラメータで構成
される JSON 形式のディクショナリを指定し
ます。各パラメータは、ここで指定すること
も、個々のマジックを使って指定することも
できます。

%iam_role

文字列

セッションを実行する IAM ロール ARN を指
定します。~/.aws/configure からのデフォルト

%number_of_workers

int

ジョブの実行時に割り当てられる、
定義された worker_type のワーカーの
数。worker_type も設定する必要がありま
す。デフォルト number_of_workers は 5
です。

%worker_type

文字列

Standard、G.1X、または G.2X を指定しま
す。number_of_workers も設定する必要が
あります。デフォルトの worker_type は G.1X
です。

%security_config

文字列

このセッションで使用するセキュリティ設定
を定義します。

%connections

リスト

セッションで使用する接続のカンマ区切りリ
ストを指定します。

%additional_python_modules

リスト

クラスターに含める追加の Python モジュール
のカンマ区切りリスト (Pypi または S3 からで
も可)。

[AWS Glue Config Magics]
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名前

型

説明

%extra_py_files

リスト

Amazon S3 からの追加の Python ファイルの
カンマ区切りリスト。

%extra_jars

リスト

クラスターに含める追加の jar のカンマ区切り
リスト

名前

型

説明

%%sql

文字列

SQL コードを実行します。最初の %%sql マ
ジックの後のすべての行は、SQL コードの一
部として渡されます。

Action Magics

ネーミングセッション
AWS Glue インタラクティブセッションは、AWS リソースであり、名前が必要です。名前は、セッショ
ンごとに一意である必要があります。また、IAM 管理者によって制限される場合があります。詳細につい
ては、「IAM を使用したインタラクティブセッション (p. 201)」を参照してください。Jupyter カーネル
は、一意のセッション名を自動的に生成します。ただし、セッション名は、次の 2 つの方法で手動で名前
を付けることができます。
1. ~.aws/config にある AWS Command Line Interface 設定ファイルを使用する。「AWS Command
Line Interface による AWS の設定」を参照してください。
2. %session_id_prefix マジックを使用する。「Jupyter 向け AWS Glue インタラクティブセッション
でサポートされているマジック (p. 198)」を参照してください。
セッション名は、次のように生成されます。
• プレフィックスと session_id が指定されている場合、セッション名は {prefix}-{UUID} になります。
• 何も指定されていない場合、セッション名は {UUID} になります。
プレフィックスにセッション名を使用すると、AWS CLI またはコンソールにセッションを一覧表示した際
にセッションを認識できます。

インタラクティブセッションの IAM ロールの指定
インタラクティブセッションを実行する AWS ETL コードを使って、AWS Glue Identity and Access
Management (IAM)ロールを指定する必要があります。
ロールには、AWS Glue ジョブ実行に必要なアクセス許可と同じ IAM アクセス許可が付与されている必
要があります。AWS Glue ジョブおよびインタラクティブセッションのロール作成の詳細については、
「AWS Glue 用にIAM ロールを作成する」を参照してください。
IAM ロールは、次の 2 つの方法で指定できます。
• ~.aws/config にある AWS Command Line Interface 設定ファイルを使用する (推奨)。詳細について
は、「~/.aws/configure でのセッションの設定」を参照してください。
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Note
%profile マジックを使用すると、そのプロファイルの glue_iam_role の設定が優先されま
す。
• %iam_role マジックを使用する。(詳しくは、「Jupyter 向け AWS Glue インタラクティブセッションで
サポートされているマジック (p. 198)」を参照してください。)

名前付きプロファイルを使用したセッションの設定
AWS Glue インタラクティブセッションでは、AWS Command Line Interface または boto3 と同じ認証情
報が使用されます。インタラクティブセッションでは、~/.aws/config (Linux および MacOS) または
%USERPROFILE%\.aws\config (Windows) にある AWS CLI などの名前付きプロファイルと優先的に連
携します。プロファイルの詳細については、「AWS Command Line Interface の名前付きプロファイル」
を参照してください。
AWS Glue サービスロールとセッション ID プレフィックスをプロファイルで指定できるようにすること
で、インタラクティブセッションが名前付きプロファイルを利用します。プロファイルロールを設定する
には、以下に示すように、名前付きプロファイルに iam_role キーまたは session_id_prefix 、ある
いはその両方の行を追加します。
[default]
region=us-east-1
aws_access_key_id=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
aws_secret_access_key=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
glue_iam_role=arn:aws:iam::<AccountID>:role/<GlueServiceRole>
session_id_prefix=<prefix_for_session_names>
[user1]
region=eu-west-1
aws_access_key_id=AKIAI44QH8DHBEXAMPLE
aws_secret_access_key=je7MtGbClwBF/2Zp9Utk/h3yCo8nvbEXAMPLEKEY
glue_iam_role=arn:aws:iam::<AccountID>:role/<GlueServiceRoleUser1>
session_id_prefix=<prefix_for_session_names_for_user1>

認証情報を生成するカスタムメソッドがある場合は、~/.aws/config ファイルの
credential_process パラメーターを使用するようにプロファイルを設定することもできます。例:
[profile developer]
region=us-east-1
credential_process = "/Users/Dave/generate_my_credentials.sh" --username helen

credential_process パラメータを使用した認証情報の調達の詳細については、「外部プロセスを使用
した認証情報の調達」を参照してください。
使用しているプロファイルにリージョンまたは iam_role が設定されていない場合は、最初に実行するセ
ルの %region と %iam_role マジックを使用して設定する必要があります。

IAM を使用したインタラクティブセッション
ここでは、AWS Glue インタラクティブセッションのセキュリティ上の考慮事項について説明します。
トピック
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• インタラクティブセッションで使用する IAM プリンシパル (p. 202)
• クライアントプリンシパルを設定する (p. 202)
• ランタイムロールを設定する (p. 202)
• TagOnCreate を使用してセッションをプライベートにする (p. 203)
• IAM ポリシーに関する考慮事項 (p. 207)

インタラクティブセッションで使用する IAM プリンシ
パル
AWS Glue インタラクティブセッションでは、2 つの IAM プリンシパルを使用します。
• [Client principal] (クライアントプリンシパル): クライアントプリンシパル (ユーザーまたはロール) は、
プリンシパルのアイデンティティベースの認証情報で構成された AWS Glue クライアントからのイン
タラクティブセッションの API オペレーションを認証します。例えば、これは AWS Command Line
Interface に認証情報が使用される IAM ユーザー、またはインタラクティブセッション の Jupyter カーネ
ルで使用される AWS Glue クライアントの場合があります。これは、通常、AWS Glue コンソールにア
クセスするために使用する IAM ロールのプリンシパルである場合もあります。
• ランタイムロール: ランタイムロールは、クライアントプリンシパルがインタラクティブセッション API
オペレーションに渡す IAM ロールです。AWS Glue がこのロールを使用して、セッションでステートメ
ントを実行します。例えば、このロールは AWS Glue ETL ジョブの実行に使用される場合があります。
詳しくは、「ランタイムロールを設定する (p. 202) 」を参照してください。

クライアントプリンシパルを設定する
インタラクティブセッション API を呼び出すには、アイデンティティポリシーをクライアントプリンシ
パルに添付する必要があります。このロールには、CreateSession などのインタラクティブセッション
API に渡す実行ロールへの iam:PassRole アクセス権が必要です。例えば、AWSGlueConsoleFullAccess
マネージドポリシーを IAM ユーザーにアタッチできるため、同一または類似のポリシーが関連付けられて
いるアカウント担当者のすべての IAM ユーザーが、アカウントで作成されたすべてのセッション (ランタ
イムステートメントやキャンセルステートメントなど) にアクセスできます。
セッションを保護し、作成した IAM ユーザーのみのプライベートセッションにする場合は、TagOnCreate
という名前の AWS Glue インタラクティブセッションのタグベースの認証コントロールを使用できます。
所有者タグベースのスコープダウンマネージドポリシーが TagOnCreate を使用してセッションをプラ
イベートにする方法について詳しくは、「 TagOnCreate を使用してセッションをプライベートにする
(p. 203)」を参照してください。アイデンティティベースポリシーの詳細については、「アクセスコント
ロール用のアイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー)」を参照してください。

ランタイムロールを設定する
AWS Glue がインタラクティブセッションでステートメントを引き受け、実行することを許可す
るには、IAM ロールを CreateSession API オペレーションに渡す必要があります。ロールには、
通常の AWS Glue ジョブの実行に必要なアクセス許可と同じ IAM アクセス許可が必要です。例え
ば、AWSGlueServiceRole ポリシーを使用して、AWS Glue がユーザーに代わって AWS サービスを呼び
出すサービスロールを作成できます。AWS Glue コンソールを使用すると、ユーザーに代わってサービス
ロールが自動的に作成されるか、既存のものを使用します。独自の IAM ロールを作成し、独自の IAM ポ
リシーを添付して、同様の許可を許可することもできます。
セッションを保護し、作成した IAM ユーザーのみのプライベートセッションにする場合は、TagOnCreate
という名前の AWS Glue インタラクティブセッションのタグベースの認証コントロールを使用できます。
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所有者タグベースのスコープダウンマネージドポリシーが TagOnCreate を使用してセッションをプラ
イベートにする方法について詳しくは、「 TagOnCreate を使用してセッションをプライベートにする
(p. 203)」を参照してください。アイデンティティベースポリシーの詳細については、「アクセスコント
ロール用のアイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー)」を参照してください。IAM コンソールか
ら実行ロールを作成していて、TagOnCreate 機能を使用してサービスをプライベートにしたい場合は、以
下の手順に従います。
1.

ロールタイプを Glue に設定して IAM ロールを作成します。

2.
3.

AWS Glue マネージドポリシー AwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole をアタッチします。
プレフィックスとしてロール名の先頭にポリシー名 AwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole を付
けます。例えば、AwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole-myrole という名前のロールを作成する
のであれば、AWS Glue マネージドポリシー AwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole をアタッチ
します。

4.

次のような信頼ポリシーをアタッチして、AWS Glue がロールを引き受けることを許可します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"glue.amazonaws.com"
]
},
"Action": [
"sts:AssumeRole"
]
}

インタラクティブセッションの Jupyter カーネルでは、iam_role キーを AWS Command Line Interface
プロファイルで指定できます。詳細については、「~/.aws/configure でのセッションの設定」を参照してく
ださい。AWS Glue ノートブックを使用してインタラクティブセッションと対話している場合は、実行す
る最初のセルで、%iam_role マジックの実行ロールを渡すことができます。

TagOnCreate を使用してセッションをプライベートに
する
AWS Glue インタラクティブセッション は、名前付きリソースとして、インタラクティブセッション向け
にタグ付けとタグベースの認証 (TBAC) をサポートしています。TagResource と UntagResource API を使
用する TBAC のほかに、AWS Glue インタラクティブセッションは、CreateSession オペレーションによ
るセッション作成中にのみ、特定のタグでセッションに「タグ付け」する TagOnCreate 機能をサポートし
ています。これは、こうしたタグが DeleteSession (つまり UntagOnDelete) から削除されることも意味し
ます。
TagonCreate は、セッションの作成者にセッションをプライベートにするための強力なセキュリティメカ
ニズムとなります。例えば、「owner」RequestTag と ${aws:userId} の値を持つ IAM ポリシーをクライ
アントプリンシパル (IAM ユーザーなど) にアタッチして、呼び出し元の userId の値と一致する「owner」
タグが CreateSession リクエストの userId タグとして提供された場合にのみセッションの作成を許可す
ることができます。このポリシーにより、AWS Glue インタラクティブセッションはセッションリソース
を作成し、セッションの作成時にのみ、userId タグでセッションにタグ付けすることができます。さら
に、CreateSession 中に渡された実行ロールに「owner」ResourceTag を持つ IAM ポリシーをアタッチす
ると、セッションへのアクセス (ステートメントの実行など) をセッションの作成者 (つまり ${aws:userId}
という値を持つオーナータグ) のみに制限することができます。
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TagOnCreate 機能を使用してセッションをセッションの作成者に対してプライベートにするの
を簡単にするために、AWS Glue が専用の管理ポリシーとサービスロールを提供します。例え
ば、AWSGlueSessionUserRestrictedPolicy をアカウント内の各 IAM ユーザーにアタッチして、自分
の ${aws:userId} と一致する値を持つ所有者タグのみを使用してセッションを作成するように制限でき
ます。詳細については、「アクセスコントロール用のアイデンティティベースのポリシー (IAM ポリ
シー)」を参照してください。このポリシーは、自分の ${aws:userId} というオーナータグでセッション
を作成した IAM ユーザーの ${aws:userId} という作成者にのみ、セッションへのアクセス範囲を絞り込
みます。実行時ロールの設定の手順に従って IAM コンソールを使用して実行ロールを自分で作成した
場合は、AwsGlueSessionUserRestrictedPolicy マネージドポリシーをアタッチすることに加えて、アカ
ウント内の各 IAM ユーザーに次のインラインポリシーをアタッチして、以前に作成した実行ロールに
iam:PassRole を許可します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": [
"arn:aws:iam::*:role/AwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole*"
],
"Condition": {
"StringLike": {
"iam:PassedToService": [
"glue.amazonaws.com"
]
}
}
}]

IAM AssumeRole プリンシパルを使用して（つまり、IAM ロールを引き受け
ることによって提供される認証情報を使用して）AWS Glue インタラクティブ
セッションを作成し、セッションを作成者に対してプライベートにしたい場合
は、AWSGlueSessionUserRestrictedPolicy および AWSGlueSessionUserRestrictedServiceRole
を使用する代わりに、それぞれAWSGlueSessionUserRestrictedNotebookPolicy および
AWSGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole と同様のポリシーを使用する必要があります。こ
れらのポリシーでは、AWS Glue が ${aws:PrincipalTag} を使用してオーナータグ値を抽出します。これに
は、${aws:userId} の値を持つ UserID タグを SessionTag としてロール引き受ける認証情報で渡す必要が
あります。「ID session tags」(ID セッションタグの受け渡し) を参照してください。認証情報を提供する
インスタンスプロファイルで Amazon EC2 インスタンスを使用し、Amazon EC2 インスタンス内でセッ
ションを作成したり、セッションと対話したりする場合は、引き受けるロールの認証情報で ${aws:userId}
の値を持つ userID タグを SessionTag として渡す必要があります。
例えば、IAM AssumeRole プリンシパル認証情報を使用してセッションを作成していて、TagOnCreate 機
能を使用してサービスをプライベートにする場合は、次の手順に従います。
1.

IAM コンソールからランタイムロールを自分で作成します。この AWS Glue マネージドポリ
シー AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole をアタッチし、ロール名の前に
ポリシー名 AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole を付けてください。例え
ば、AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole-myrole という名前のロールを作成
し、AWS Glue マネージドポリシー AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRoleをアタッチ
できます。

2.

AWS Glue が上記のロールを引き受けることができるように、以下のような信頼ポリシーを適用しま
す。
{
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}

3.

プレフィックス AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookPolicy で名前が付けられた別のロールを作
成し、AWS Glue マネージドポリシー AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookPolicy をアタッチし
て、セッションをプライベートにします。 マネージドポリシーに加えて、次のインラインポリシー
をアタッチして、ステップ 1 で作成したロールに iam:PassRole を許可してください。
{

}

4.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"glue.amazonaws.com"
]
},
"Action": [
"sts:AssumeRole"
]
}
]

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": [
"arn:aws:iam::*:role/AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole*"
],
"Condition": {
"StringLike": {
"iam:PassedToService": [
"glue.amazonaws.com"
]
}
}
}
]

上記の IAM AWS Glue に次のような信頼ポリシーをアタッチして、ロールを引き受けます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"glue.amazonaws.com"
]
},
"Action": [
"sts:AssumeRole",
"sts:TagSession"
]
}]
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Note
オプションで、単一のロール（ノートブックロールなど）を使用して、上
記の管理ポリシー AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole と
AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookPolicy 両方をアタッチできます また、追加のイン
ラインポリシーをアタッチして、自分のロールの iam:passrole を AWS Glue に許可しま
す。最後に、上記の信頼ポリシーをアタッチして、sts:AssumeRole と sts:TagSession
を許可します。

AWSGlueSessionUserRestrictedPolicy
[AWSGlueSessionUserRestrictedPolicy] - タグキー「owner」と AWS ユーザー ID に一致する値が提供さ
れている場合にのみ、CreateSession API を使用して AWS Glue インタラクティブセッションを作成する
ためのアクセスを提供します。この ID ポリシーは、CreateSession API を呼び出す IAM ユーザーにアタッ
チされます。このポリシーでは、「owner」タグと AWS Glue ユーザー ID に一致する値を使用して作成さ
れた AWS インタラクティブセッションのリソースとの対話も許可されます。このポリシーは、セッショ
ンが作成された後に、AWS Glue セッションリソースから「owner」タグを変更または削除する許可を拒
否します。

AWSGlueSessionUserRestrictedServiceRole
AWSGlueSessionUserRestrictedServiceRole - セッションを除くすべての AWS Glue リソースへのフルア
クセス権限を提供し、ユーザーがユーザーに関連付けられているインタラクティブセッションのみを作成
して使用できるようにします。このポリシーには、他の AWS Glue サービスで Glue リソースを管理する
ために、AWS が必要とするその他のアクセス許可も含まれています。このポリシーでは、その他の AWS
Glue リソースの AWS サービスへのタグの追加も許可されます。

AWSGlueSessionUserRestrictedNotebookPolicy
[AWSGlueSessionUserRestrictedNotebookPolicy] - タグキー「owner」とプリンシパル (IAM ユーザーま
たはロール) の AWS ユーザー ID が一致する場合にのみ、ノートブックから AWS Glue インタラクティブ
セッションを作成するためのアクセスを提供します。詳細については、「ポリシー変数を使用する場所」
を参照してください。このポリシーは、AWS Glue Studio から AWS Glue インタラクティブセッション
ノートブックを作成するプリンシパル（IAM ユーザーまたはロール）にアタッチされます。また、このポ
リシーは、プリンシパルの AWS ユーザー ID と一致する「owner」タグの値を使用して作成された AWS
Glue Studio インタラクティブセッションのリソースと対話するための AWS Glue Studio ノートブックへ
の十分なアクセスを許可しています。このポリシーは、セッションが作成された後に、AWS Glue セッ
ションリソースから「owner」タグを変更または削除する許可を拒否します。

AWSGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole
[AWSGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole] - AWS Glue Studio ノートブックを作成したプリ
ンシパル (IAM ユーザーまたはロール) の AWS ユーザー ID と一致する「owner」タグの値を使用して作成
された AWS Glue インタラクティブセッションのリソースと対話するための、ノートブックへの十分なア
クセスを提供します。詳細については、「ポリシー変数を使用する場所」を参照してください。このサー
ビスロールポリシーは、ノートブックにマジックとして渡されたロールや、CreateSession API に実行
ロールとして渡されたロールにアタッチされます。また、このポリシーは、タグキー「owner」と値がプ
リンシパルの AWS ユーザー ID と一致する場合のみ、ノートブックから AWS Glue インタラクティブセッ
ションを作成することを許可します。このポリシーは、セッションが作成された後に、AWS Glue セッ
ションリソースから「owner」タグを変更または削除する許可を拒否します。このポリシーには、Amazon
S3 バケットからの書き込みと読み取り、CloudWatch ログの書き込み、AWS Glue が使用する Amazon
EC2 リソースのタグの作成と削除のアクセス許可も含まれます。
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IAM ポリシーに関する考慮事項
インタラクティブセッションは AWS Glue の IAM リソースです。これらは IAM リソースであるため、
セッションへのアクセスとインタラクションは IAM ポリシーによって管理されます。管理者によって設定
されたクライアントプリンシパルまたは実行ロールに添付された IAM ポリシーに基づいて、クライアント
プリンシパル (ユーザーまたはロール) は新しいセッションを作成し、独自のセッションや他のセッション
と対話することができます。
管理者が AWSGlueConsoleFullAccess (https://docs.aws.amazon.com/glue/latest/dg/using-identity-basedpolicies.html) や AWSGlueServiceRole (https://docs.aws.amazon.com/glue/latest/dg/using-identity-basedpolicies.html) などの IAM ポリシーをアタッチして、そのアカウント内のすべての AWS Glue リソースへ
のアクセスを許可している場合、クライアントプリンシパルは相互に連携できます。例えば、ポリシーで
許可されていれば、IAM ユーザーは他の IAM ユーザーによって作成されたセッションと対話することがで
きます。
特定のニーズに合わせてポリシーを設定する場合は、ポリシーのリソースの設定に関する IAM ドキュメン
トを参照してください。例えば、IAM ユーザーに属するセッションを分離するために、Glue IS でサポー
トされている TagOnCreate 機能を使用できます。「 TagOnCreate を使用してセッションをプライベート
にする (p. 203)」を参照してください。

スクリプトまたはノートブックの AWS Glue ジョ
ブジョブへの変換
スクリプトまたはノートブックを AWS Glue ジョブに変換する方法は2つあります。
• nbconvertを使用して、Jupyter .ipynb Notebook ドキュメントファイルを .py ファイルに変換しま
す。詳細については、「nbconvert: Convert Notebooks to other formats」(nbconvert：ノートブックを他
の形式に変換する) を参照してください。
• ファイルを AWS Glue Studio ノートブックにアップロードします。
• AWS Glue Studio コンソールで、ナビゲーションメニューから ジョブを選択します。
• ジョブの作成セクションで、Jupyter Notebookを選択します。
• オプションセクションで、[Upload] (アップロード) を選択し、既存のノートブックを編集します。
• Choose file (ファイルの選択)を選択して、.ipynb ファイルをアップロードします。

AWS Glue ストリーミングのためのインタラクティ
ブセッション
ストリーミングセッションタイプの切り替え
AWS Glue インタラクティブセッション設定マジックである %streaming を使用して、実行しているジョ
ブを定義し、ストリーミングインタラクティブセッションを初期化します。

インタラクティブな開発のためのサンプリング入力ス
トリーム
AWS Glue インタラクティブセッションで対話型のエクスペリエンスを強化するために導入され
たツール機能の 1 つは、静的な DynamicFrame でストリームのスナップショットを取得するため
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に、GlueContext の下に新しいメソッドを追加する機能です。GlueContext を使用することで、ワー
クフローを検査、操作、実装できます。
GlueContext クラスインスタンスを使用して、メソッド getSampleStreamingDynamicFrame を見つ
けることができます。このメソッドに必要な引数は以下のとおりです。
• dataFrame: Spark ストリーミングデータフレーム
• options: 以下の利用可能なオプションを参照してください。
以下のオプションを使用できます。
• windowSize: これは Microbatch Duration とも呼ばれます。このパラメータは、前回のバッチが
トリガーされてからストリーミングクエリが待機する時間を特定します。このパラメータの値
は、pollingTimeInMs より小さくしてください。
• pollingTimeInM: このメソッドが実行される合計時間です。入力ストリームからサンプルレコードを取得
するために、少なくとも 1 つのマイクロバッチが起動されます。
• recordPollingLimit: このパラメータを使用すると、ストリームからポーリングするレコードの総数を制限
できます。
• (オプション) writeStreamFunction を使用して、このカスタム機能をすべてのレコードサンプリン
グ機能に適用することもできます。以下は、Scala と Python のサンプルコードです。

Scala
val sampleBatchFunction = (batchDF: DataFrame, batchId: Long) => {//Optional but
you can replace your own forEachBatch function here}
val jsonString: String = s"""{"pollingTimeInMs": "10000", "windowSize": "5
seconds"}"""
val dynFrame = glueContext.getSampleStreamingDynamicFrame(YOUR_STREAMING_DF,
JsonOptions(jsonString), sampleBatchFunction)
dynFrame.show()

Python
def sample_batch_function(batch_df, batch_id):
//Optional but you can replace your own forEachBatch function here
options = {
"pollingTimeInMs": "10000",
"windowSize": "5 seconds",
}
glue_context.getSampleStreamingDynamicFrame(YOUR_STREAMING_DF, options,
sample_batch_function)

Note
サンプリングされた DynFrame が空の場合、いくつかの原因が考えられます。
• ストリーミングソースが「Latest」(最新) に設定されており、サンプリング期間中に新しいデー
タは取り込まれていません。
• ポーリング時間が十分ではなく、取り込まれたレコードを処理できません。バッチ全体が処理
されない限り、データは表示されません。
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インタラクティブセッションでのストリーミングアプ
リケーションの実行
AWS Glue インタラクティブセッションでは、AWS Glue コンソールでストリーミングアプリケーション
を作成するのと同じように、AWS Glue ストリーミングアプリケーションを実行できます。インタラク
ティブセッションはセッションベースのため、ランタイムで例外が発生してもセッションが停止すること
はありません。バッチ関数を反復的に開発するというメリットが追加されました。例:
def batch_function(data_frame, batch_id):
log.info(data_frame.count())
invalid_method_call()
glueContext.forEachBatch(frame=streaming_df, batch_function = batch_function, options =
{**})

上記の例にはメソッドの無効な使用が含まれており、アプリケーション全体が終了する通常の AWS Glue
ジョブとは異なります。ユーザーのコーディングコンテキストと定義は完全に保持され、セッションは引
き続き動作可能な状態になっています。新しいクラスターをブートストラップして、先行するすべての変
換を再実行する必要はありません。これにより、バッチ関数の実装をすばやくに反復でき、望ましい結果
を得ることができます。
インタラクティブセッションは、セッションが一度に 1 つのステートメントだけを実行するように、各ス
テートメントをブロックする方法で評価することに注意してください。ストリーミングクエリは継続的で
終了することがないため、アクティブなストリーミングクエリを含むセッションは、中断されない限り後
続のステートメントを処理できません。Jupyter Notebook から直接中断のコマンドを発行すると、カーネ
ルがキャンセルを処理します。
例として、実行を待機するシーケンシャルなステートメントを考えてみましょう。
Statement 1:
val number = df.count()
#Spark Action with deterministic result
Result: 5
Statement 2:
streamingQuery.start().awaitTermination()
#Spark Streaming Query that will be executing continously
Result: Constantly updated with each microbatch
Statement 3:
val number2 = df.count()
#This will not be executed as previous statement will be running indefinitely

AWS Glueスクリプトのローカルでの開発およびテ
スト
AWS Glue ジョブスクリプトの開発およびテストで利用するために、以下のような複数のオプションが用
意されています。
• AWS Glue Studio コンソール
• Visual editor (ビジュアルエディタ)
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• スクリプトエディタ
• AWS Glue Studio ノートブック
• インタラクティブなセッション
• Jupyter Notebook
• Docker イメージ
• ローカル開発
• リモート開発
• AWS Glue Studio ETL ライブラリ
• ローカル開発
ユーザーは、要件に基づいて、上記のオプションのいずれかを選択できます。
コードを記述したくない、あるいは記述する量を削減したい場合は、AWS Glue Studio のビジュアルエ
ディタが便利です。
ノートブックのインタラクティブな操作をご希望の場合には、AWS Glue Studio のノートブックが適して
います。詳細については、「AWS Glue Studio と AWS Glue でのノートブックの使用」を参照してくださ
い。独自のローカル環境を使用するユーザーには、インタラクティブセッションが適しています。詳細に
ついては、「AWS Glue でインタラクティブセッションを使用する」を参照してください。
開発をローカル/リモートの両方で行いたい場合は、Docker イメージが便利です。これにより、希望する
任意の場所から Glue ジョブスクリプトの開発とテストが行え、AWS Glue のコストもかかりません。
Docker を使用せずローカルで開発を行いたい場合は、AWS Glue ETL ライブラリディレクトリを、ローカ
ルにインストールします。

を使用した開発AWS Glue Studio
AWS Glue Studio のビジュアルエディターは、AWS Glue での抽出、変換、ロード (ETL) ジョブの作成、
実行、およびモニタリングが簡単に行えるグラフィカルなインターフェイスです。データ変換ワークフ
ローを視覚的に作成し、AWS Glue の Apache Spark ベースのサーバーレス ETL エンジン上で、それらを
シームレスに実行することができます。ジョブの各ステップでスキーマとデータの結果を調べることがで
きます。詳細については、AWS Glue Studio ユーザーガイドを参照してください。

インタラクティブセッションによる開発
インタラクティブセッションでは、お好みの環境からアプリケーションを構築し、そのテストが行えま
す。詳細については、「AWS Glue でインタラクティブセッションを使用する」を参照してください。

Docker イメージによる開発
本番環境対応のデータプラットフォームの場合、AWS Glue ジョブ向けの開発プロセスや CI/CD パイプ
ラインで検討すべきです。Docker コンテナでは、AWS Glue のジョブの開発やテストが柔軟に行えま
す。AWS Glue は Docker Hub に Docker イメージをホストすることで、追加のユーティリティを使用す
る開発環境をセットアップします。IDE、ノートブック、または、AWS Glue ETL ライブラリを使用する
REPL などを、ご自分で選択して使用できます。このトピックでは、Docker コンテナ上で Docker イメー
ジを使用して、AWS Glue ジョブのバージョン 3.0 を開発およびテストする方法について説明します。
Docker Hub には、以下のように AWS Glueでの利用が可能な Docker イメージが用意されています。
• AWS Glue バージョン 3.0 の場合: amazon/aws-glue-libs:glue_libs_3.0.0_image_01
• AWS Glue バージョン 2.0 の場合: amazon/aws-glue-libs:glue_libs_2.0.0_image_01
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これらのイメージは x86_64 用です。
この例では、ローカルマシン (Mac/Windows/Linux) での amazon/aws-gluelibs:glue_libs_3.0.0_image_01 の使用法とコンテナを実行するための方法を示します。このコン
テナイメージは、AWS Glue Spark ジョブのバージョン 3.0 でテスト済みです。このグループには、以下
が含まれます。
• Amazon Linux
• AWS Glue ETL ライブラリ (aws-glue-libs)
• Apache Spark 3.1.1
• Spark 履歴サーバー
• Jupyter ラボ
• Livy
• その他のライブラリ依存関係 (AWS Glue ジョブシステムのライブラリセットと同じです)
要件に応じて、以下のいずれかのセクションを完了します。
• spark-submit を使用するようにコンテナをセットアップする
• REPL シェル (PySpark) を使用するようにコンテナをセットアップする
• Pytest を使用するようにコンテナをセットアップする
• Jupyter Lab を使用するようにコンテナをセットアップする
• Visual Studio Code を使用するようにコンテナをセットアップする

前提条件
作業を開始する前に、Docker がインストール済みであり、Docker デーモンが実行中であることを確認し
ます。インストールの手順については、Mac、Windows、または Linux 向けの Docker ドキュメントを参
照してください。AWS Glue コンテナは、Docker を実行しているマシンでホストされます。また、Docker
を実行しているホスト上のイメージ用として、少なくとも 7 GB のディスク領域が必要です。
AWS Glue のコードをローカルで開発する際の制限については、「ローカル開発の制限」を参照してくだ
さい。

AWS 認証情報の設定
コンテナからの AWS API コールを有効化するには、以下の手順で AWS 認証情報をセットアップします。
1. AWS がつけた名前でプロファイルを作成します。
2. Windows または Mac/Linux のターミナルで cmd を開き、次のコマンドを実行します。
PROFILE_NAME="profile_name"

以下のセクションでは、この AWS により名前が指定されたプロファイルを使用します。

コンテナの設定と実行
spark-submit コマンドから PySpark コードを実行できるようにコンテナを設定するには、以下のような高
度な手順が必要です。
1. Docker Hub からイメージを取得します。
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2. コンテナを実行します。

Docker Hub からのイメージの取得
Windows で Docker を実行している場合は、Docker アイコンを右クリックし、イメージを取得する張る前
に [Switch to Linux containers...] (Linux コンテナに切り替える...) を選択します。
Docker Hub からイメージを取得するには、次のコマンドを実行します。
docker pull amazon/aws-glue-libs:glue_libs_3.0.0_image_01

コンテナの実行
ここまでの操作により、取得したイメージを使用してコンテナを実行できるようになります。ご自身の要
件に応じて、以下のいずれかを選択できます。

spark-submit
コンテナで spark-submit コマンドを使用して、AWS Glue のジョブスクリプトを実行できます。
1. スクリプトを記述し、/local_path_to_workspace ディレクトリの下に sample1.py として保存し
ます。このトピックの付録に、このためのサンプルコードが含まれています。
$
$
$
$

WORKSPACE_LOCATION=/local_path_to_workspace
SCRIPT_FILE_NAME=sample.py
mkdir -p ${WORKSPACE_LOCATION}/src
vim ${WORKSPACE_LOCATION}/src/${SCRIPT_FILE_NAME}

2. 以下のコマンドにより、コンテナで spark-submit コマンドを使用して、新しい Spark アプリケー
ションをサブミットします。
$ docker run -it -v ~/.aws:/home/glue_user/.aws -v $WORKSPACE_LOCATION:/home/glue_user/
workspace/ -e AWS_PROFILE=$PROFILE_NAME -e DISABLE_SSL=true --rm -p 4040:4040 -p
18080:18080 --name glue_spark_submit amazon/aws-glue-libs:glue_libs_3.0.0_image_01
spark-submit /home/glue_user/workspace/src/$SCRIPT_FILE_NAME
...22/01/26 09:08:55 INFO DAGScheduler: Job 0 finished: fromRDD at
DynamicFrame.scala:305, took 3.639886 s
root
|-- family_name: string
|-- name: string
|-- links: array
| |-- element: struct
| | |-- note: string
| | |-- url: string
|-- gender: string
|-- image: string
|-- identifiers: array
| |-- element: struct
| | |-- scheme: string
| | |-- identifier: string
|-- other_names: array
| |-- element: struct
| | |-- lang: string
| | |-- note: string
| | |-- name: string
|-- sort_name: string
|-- images: array
| |-- element: struct
| | |-- url: string
|-- given_name: string
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|-- birth_date: string
|-- id: string
|-- contact_details: array
| |-- element: struct
| | |-- type: string
| | |-- value: string
|-- death_date: string
...

REPL シェル (Pyspark)
REPL (read-eval-print loops) シェルを実行すると、インタラクティブな開発を行うことができます。
次のコマンドにより、コンテナ上で PySpark コマンドを実行し、REPL シェルを起動します。
$ docker run -it -v ~/.aws:/home/glue_user/.aws -e AWS_PROFILE=$PROFILE_NAME -e
DISABLE_SSL=true --rm -p 4040:4040 -p 18080:18080 --name glue_pyspark amazon/aws-gluelibs:glue_libs_3.0.0_image_01 pyspark
...
____ __
/ __/__ ___ _____/ /__
_\ \/ _ \/ _ `/ __/ '_/
/__ / .__/\_,_/_/ /_/\_\ version 3.1.1-amzn-0
/_/
Using Python version 3.7.10 (default, Jun 3 2021 00:02:01)
Spark context Web UI available at http://56e99d000c99:4040
Spark context available as 'sc' (master = local[*], app id = local-1643011860812).
SparkSession available as 'spark'.
>>>

Pytest
ユニットテストの場合、AWS Glue のSpark ジョブスクリプトで pytest を使用できます。
以下のコマンドを実行し、準備を行います。
$
$
$
$
$

WORKSPACE_LOCATION=/local_path_to_workspace
SCRIPT_FILE_NAME=sample.py
UNIT_TEST_FILE_NAME=test_sample.py
mkdir -p ${WORKSPACE_LOCATION}/tests
vim ${WORKSPACE_LOCATION}/tests/${UNIT_TEST_FILE_NAME}

テストスイートで pytest を実行するため、以下のコマンドを実行します。
$ docker run -it -v ~/.aws:/home/glue_user/.aws -v $WORKSPACE_LOCATION:/home/glue_user/
workspace/ -e AWS_PROFILE=$PROFILE_NAME -e DISABLE_SSL=true --rm -p 4040:4040 -p
18080:18080 --name glue_pytest amazon/aws-glue-libs:glue_libs_3.0.0_image_01 -c "python3 m pytest"
starting org.apache.spark.deploy.history.HistoryServer, logging to /home/glue_user/spark/
logs/spark-glue_user-org.apache.spark.deploy.history.HistoryServer-1-5168f209bd78.out
*============================================================= test session starts
=============================================================
*platform linux -- Python 3.7.10, pytest-6.2.3, py-1.11.0, pluggy-0.13.1
rootdir: /home/glue_user/workspace
plugins: anyio-3.4.0
*collected 1 item *
tests/test_sample.py . [100%]
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============================================================== warnings summary
===============================================================
tests/test_sample.py::test_counts
/home/glue_user/spark/python/pyspark/sql/context.py:79: DeprecationWarning: Deprecated in
3.0.0. Use SparkSession.builder.getOrCreate() instead.
DeprecationWarning)
-- Docs: https://docs.pytest.org/en/stable/warnings.html
======================================================== 1 passed, *1 warning* in 21.07s
========================================================

Jupyter ラボ
Jupyter を起動すると、ノートブックでインタラクティブな開発を行ったりアドホックなクエリを実行でき
ます。
1. 次のコマンドを実行して、Jupyter ラボを起動します。
$ JUPYTER_WORKSPACE_LOCATION=/local_path_to_workspace/jupyter_workspace/
$ docker run -it -v ~/.aws:/home/glue_user/.aws -v $JUPYTER_WORKSPACE_LOCATION:/home/
glue_user/workspace/jupyter_workspace/ -e AWS_PROFILE=$PROFILE_NAME -e DISABLE_SSL=true
--rm -p 4040:4040 -p 18080:18080 -p 8998:8998 -p 8888:8888 --name glue_jupyter_lab
amazon/aws-glue-libs:glue_libs_3.0.0_image_01 /home/glue_user/jupyter/jupyter_start.sh
...
[I 2022-01-24 08:19:21.368 ServerApp] Serving notebooks from local directory: /home/
glue_user/workspace/jupyter_workspace
[I 2022-01-24 08:19:21.368 ServerApp] Jupyter Server 1.13.1 is running at:
[I 2022-01-24 08:19:21.368 ServerApp] http://faa541f8f99f:8888/lab
[I 2022-01-24 08:19:21.368 ServerApp] or http://127.0.0.1:8888/lab
[I 2022-01-24 08:19:21.368 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down
all kernels (twice to skip confirmation).

2. ローカルマシンのウェブブラウザで http://127.0.0.1:8888/lab を開き、Jupyter ラボの UI を表示しま
す。
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3. [Notebook] (ノートブック) の下にある、[Glue Spark Local (PySpark)] (Glue スパークローカル
(PySpark)) をクリックします。これで、インタラクティブな Jupyter Notebook UI によるコードの開発
を開始できます。

Visual Studio Code を使用するためのコンテナのセットアップ
前提条件:
1. Visual Studio Code をインストールします。
2. Python をインストールします。
3. Visual Studio Code Remote – コンテナをインストールします。
4. Visual Studio Code でワークスペースフォルダを開きます。
5. [Settings] (設定) を選択します。
6. [Workspace] (ワークスペース) を選択します。
7. [Open Settings (JSON)] (設定を開く (JSON)) をクリックします。
8. 次の JSON を貼り付け、保存します。
{

"python.defaultInterpreterPath": "/usr/bin/python3",
"python.analysis.extraPaths": [
"/home/glue_user/aws-glue-libs/PyGlue.zip:/home/glue_user/spark/python/lib/
py4j-0.10.9-src.zip:/home/glue_user/spark/python/",
]
}

ステップ:
1. Docker コンテナを実行します。
$ docker run -it -v ~/.aws:/home/glue_user/.aws -v $WORKSPACE_LOCATION:/home/glue_user/
workspace/ -e AWS_PROFILE=$PROFILE_NAME -e DISABLE_SSL=true --rm -p 4040:4040 -p
18080:18080 --name glue_pyspark amazon/aws-glue-libs:glue_libs_3.0.0_image_01 pyspark
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2. Visual Studio Code を起動します。
3. 左側のメニューで [Remote Explorer] (リモートエクスプローラー) を選択した上で、amazon/awsglue-libs:glue_libs_3.0.0_image_01 を選択します。

4. 右クリックし、[Attach to Container] (コンテナにアタッチ) を選択します。ダイアログが表示された
ら、[Got it] (確認) をクリックします。
5. /home/glue_user/workspace/ を開きます。
6. Glue PySpark スクリプトを作成し、[Run] (実行) をクリックします。
このスクリプトは正常に実行されたことが表示されます。
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付録: テスト用の AWS Glue ジョブのサンプルコード
この付録では、テスト用の AWS Glue ジョブのサンプルコードとしてスクリプトを示します。
sample.py: Amazon S3 API コールにより AWS Glue ETL ライブラリを利用するためのサンプルコード
import sys
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job
from awsglue.utils import getResolvedOptions
class GluePythonSampleTest:
def __init__(self):
params = []
if '--JOB_NAME' in sys.argv:
params.append('JOB_NAME')
args = getResolvedOptions(sys.argv, params)
self.context = GlueContext(SparkContext.getOrCreate())
self.job = Job(self.context)
if 'JOB_NAME' in args:
jobname = args['JOB_NAME']
else:
jobname = "test"
self.job.init(jobname, args)
def run(self):
dyf = read_json(self.context, "s3://awsglue-datasets/examples/us-legislators/all/
persons.json")
dyf.printSchema()
self.job.commit()
def read_json(glue_context, path):
dynamicframe = glue_context.create_dynamic_frame.from_options(
connection_type='s3',
connection_options={
'paths': [path],
'recurse': True
},
format='json'
)
return dynamicframe
if __name__ == '__main__':
GluePythonSampleTest().run()

上記のコードには、AWS IAM 内に、Amazon S3 へのアクセス許可が必要です。IAM マネージドのポリ
シー arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3ReadOnlyAccess を付与するか、Amazon S3 パスに対し
ListBucket および GetObject を呼び出せるようにする IAM のカスタムポリシーを付与します。
test_sample.py: sample.py でのユニットテスト向けのサンプルコード。
import pytest
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job
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from awsglue.utils import getResolvedOptions
import sys
from src import sample
@pytest.fixture(scope="module", autouse=True)
def glue_context():
sys.argv.append('--JOB_NAME')
sys.argv.append('test_count')
args = getResolvedOptions(sys.argv, ['JOB_NAME'])
context = GlueContext(SparkContext.getOrCreate())
job = Job(context)
job.init(args['JOB_NAME'], args)
yield(context)
job.commit()
def test_counts(glue_context):
dyf = sample.read_json(glue_context, "s3://awsglue-datasets/examples/us-legislators/
all/persons.json")
assert dyf.toDF().count() == 1961

AWS Glue ETL ライブラリを使用した開発
AWS Glue ETL ライブラリはパブリックな Amazon S3 バケットに加えて、Apache Maven のビルドシス
テムでも使用が可能です。これにより、ネットワーク接続を必要とせずに Python および Scala の抽出、
変換、ロード (ETL) スクリプトをローカルで開発およびテストできます。
ローカル開発は、AWS Glue バージョン0.9、AWS Glue バージョン 1.0 以降を含むすべての AWS Glue
バージョンで可能です。AWS Glue で使用できる Python および Apache Spark のバージョンについては、
「Glue version job property (p. 297)」を参照してください。
ライブラリは、Amazon ソフトウェアライセンス (http://aws.amazon.com/asl) とともにリリースされてい
ます。

Note
このセクションでの手順は、Microsoft Windows オペレーティングシステムではテストされていま
せん。
Windows プラットフォームでのローカル開発およびテストについては、ブログ記事「Building an
AWS Glue ETL pipeline locally without an AWS account」を参照してください。

ローカル開発の制限
AWS Glue Scala ライブラリを使用してローカルで開発する場合は、次の制限事項に注意してください。
• AWS Glue ライブラリでアセンブリ jar (「fat jar」または「uber jar」) を作成しないでください。作成す
ると、次の機能が無効になるためです。
• ジョブのブックマーク
• AWS Glue Parquet ライター (AWS Glue で Parquet 形式を使用する (p. 714))
• FillMissingValues 変換 (Scala または Python)
これらの機能は、AWS Glue ジョブシステム内でのみ使用できます。
• FindMatches 変換はローカル開発ではサポートされていません。
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Python を使用したローカルでの開発
いくつかの前提条件ステップを完了してから、AWS Glue ユーティリティを使用して Python ETL スクリ
プトをテストして送信します。

ローカル Python 開発の前提条件
ローカル Python 開発に備えるには、以下の手順を実行します。
1. GitHub (AWS Glue) から https://github.com/awslabs/aws-glue-libs の Python リポジトリをクローンしま
す。
2. 次のいずれかを実行します。
• AWS Glue バージョン 0.9 の場合は、ブランチ glue-0.9 を確認します。
• AWS Glue バージョン 1.0 の場合は、ブランチ glue-1.0 を確認します。AWS Glue 0.9 以降のすべ
てのバージョンは、Python 3 をサポートしています。
• AWS Glue バージョン 2.0 の場合は、ブランチ glue-2.0 を確認します。
• AWS Glue バージョン 3.0 の場合は、master ブランチを確認します。
3. Apache Maven を https://aws-glue-etl-artifacts.s3.amazonaws.com/glue-common/apache-maven-3.6.0bin.tar.gz からインストールします。
4. Apache Spark ディストリビューションを次のいずれかの場所からインストールします。
• AWS Glue バージョン 0.9 の場合: https://aws-glue-etl-artifacts.s3.amazonaws.com/glue-0.9/
spark-2.2.1-bin-hadoop2.7.tgz
• AWS Glue バージョン 1.0 の場合: https://aws-glue-etl-artifacts.s3.amazonaws.com/glue-1.0/
spark-2.4.3-bin-hadoop2.8.tgz
• AWS Glue バージョン 2.0 の場合: https://aws-glue-etl-artifacts.s3.amazonaws.com/glue-2.0/
spark-2.4.3-bin-hadoop2.8.tgz
• AWS Glue バージョン 3.0 の場合: https://aws-glue-etl-artifacts.s3.amazonaws.com/glue-3.0/
spark-3.1.1-amzn-0-bin-3.2.1-amzn-3.tgz
5. SPARK_HOME 環境変数をエクスポートし、Spark アーカイブから抽出したルートの場所に設定します。
例:
• AWS Glue バージョン 0.9 の場合: export SPARK_HOME=/home/$USER/spark-2.2.1-binhadoop2.7
• AWS Glue バージョン 1.0 および 2.0 の場合: export SPARK_HOME=/home/$USER/
spark-2.4.3-bin-spark-2.4.3-bin-hadoop2.8
• AWS Glue バージョン 3.0 の場合: export SPARK_HOME=/home/$USER/spark-3.1.1-amzn-0bin-3.2.1-amzn-3

Python ETL スクリプトの実行
ローカル開発に使用できる AWS Glue jar ファイルを使用すると、AWS Glue Python パッケージをローカ
ルで実行できます。
Python スクリプトをテストして実行するには、次のユーティリティとフレームワークを使用します。次の
表に示すコマンドは、AWS Glue Python パッケージのルートディレクトリから実行されます。
ユーティリティ コマンド

説明

AWS Glue シェ
ル

./bin/gluepyspark

AWS Glue ETL ライブラリと統合されるシェルで
Python スクリプトを入力して実行します。

AWS Glue
[Submit (送信)]

./bin/gluesparksubmit

実行のために完全な Python スクリプトを送信しま
す。
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ユーティリティ コマンド

説明

Pytest

Python コードのユニットテストを記述して実行し
ます。pytest モジュールが PATH にインストールさ
れ、使用可能になっている必要があります。詳細
については、pytest のドキュメントを参照してく
ださい。

./bin/gluepytest

Scala を使用したローカルでの開発
いくつかの前提条件ステップを完了してから、Maven コマンドを発行して Scala ETL スクリプトをローカ
ルで実行します。

ローカル Scala 開発の前提条件
ローカルの Scala 開発に備えるには、以下のステップを実行します。

ステップ 1: ソフトウェアをインストールする
このステップでは、ソフトウェアをインストールし、必要な環境変数を設定します。
1. Apache Maven を https://aws-glue-etl-artifacts.s3.amazonaws.com/glue-common/apache-maven-3.6.0bin.tar.gz からインストールします。
2. Apache Spark ディストリビューションを次のいずれかの場所からインストールします。
• AWS Glue バージョン 0.9 の場合: https://aws-glue-etl-artifacts.s3.amazonaws.com/glue-0.9/
spark-2.2.1-bin-hadoop2.7.tgz
• AWS Glue バージョン 1.0 の場合: https://aws-glue-etl-artifacts.s3.amazonaws.com/glue-1.0/
spark-2.4.3-bin-hadoop2.8.tgz
• AWS Glue バージョン 2.0 の場合: https://aws-glue-etl-artifacts.s3.amazonaws.com/glue-2.0/
spark-2.4.3-bin-hadoop2.8.tgz
• AWS Glue バージョン 3.0 の場合: https://aws-glue-etl-artifacts.s3.amazonaws.com/glue-3.0/
spark-3.1.1-amzn-0-bin-3.2.1-amzn-3.tgz
3. SPARK_HOME 環境変数をエクスポートし、Spark アーカイブから抽出したルートの場所に設定します。
例:
• AWS Glue バージョン 0.9 の場合: export SPARK_HOME=/home/$USER/spark-2.2.1-binhadoop2.7
• AWS Glue バージョン 1.0 および 2.0 の場合: export SPARK_HOME=/home/$USER/
spark-2.4.3-bin-spark-2.4.3-bin-hadoop2.8
• AWS Glue バージョン 3.0 の場合: export SPARK_HOME=/home/$USER/spark-3.1.1-amzn-0bin-3.2.1-amzn-3

ステップ 2: Maven プロジェクトを設定する
AWS Glue Scala アプリケーションのテンプレートとして次の pom.xml ファイルを使用します。これに
は、必須の dependencies、repositories、 plugins 要素が含まれています。Glue version を以
下のいずれかに置き換えます。
• 3.0.0 バージョン 3.0 の場合の AWS Glue
• 1.0.0 バージョン 1.0 または 2.0 の場合は AWS Glue
• 0.9.0 バージョン 0.9 の場合の AWS Glue
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<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/
XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://
maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd">
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
<groupId>com.amazonaws</groupId>
<artifactId>AWSGlueApp</artifactId>
<version>1.0-SNAPSHOT</version>
<name>${project.artifactId}</name>
<description>AWS ETL application</description>
<properties>
<scala.version>*<2.11.1> for AWS Glue 2.0 or below, or <2.12.7> for AWS Glue
3.0*</scala.version>
<glue.version>Glue version (as mentioned above)</glue.version>
</properties>
<dependencies>
<dependency>
<groupId>org.scala-lang</groupId>
<artifactId>scala-library</artifactId>
<version>${scala.version}</version>
<!-- A "provided" dependency, this will be ignored when you package your application -->
<scope>provided</scope>
</dependency>
<dependency>
<groupId>com.amazonaws</groupId>
<artifactId>AWSGlueETL</artifactId>
<version>${glue.version}</version>
<!-- A "provided" dependency, this will be ignored when you package your
application -->
<scope>provided</scope>
</dependency>
</dependencies>
<repositories>
<repository>
<id>aws-glue-etl-artifacts</id>
<url>https://aws-glue-etl-artifacts.s3.amazonaws.com/release/</url>
</repository>
</repositories>
<build>
<sourceDirectory>src/main/scala</sourceDirectory>
<plugins>
<plugin>
<!-- see http://davidb.github.com/scala-maven-plugin -->
<groupId>net.alchim31.maven</groupId>
<artifactId>scala-maven-plugin</artifactId>
<version>3.4.0</version>
<executions>
<execution>
<goals>
<goal>compile</goal>
<goal>testCompile</goal>
</goals>
</execution>
</executions>
</plugin>
<plugin>
<groupId>org.codehaus.mojo</groupId>
<artifactId>exec-maven-plugin</artifactId>
<version>1.6.0</version>
<executions>
<execution>
<goals>
<goal>java</goal>
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</goals>
</execution>
</executions>
<configuration>
<systemProperties>
<systemProperty>
<key>spark.master</key>
<value>local[*]</value>
</systemProperty>
<systemProperty>
<key>spark.app.name</key>
<value>localrun</value>
</systemProperty>
<systemProperty>
<key>org.xerial.snappy.lib.name</key>
<value>libsnappyjava.jnilib</value>
</systemProperty>
</systemProperties>
</configuration>
</plugin>
<plugin>
<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
<artifactId>maven-enforcer-plugin</artifactId>
<version>3.0.0-M2</version>
<executions>
<execution>
<id>enforce-maven</id>
<goals>
<goal>enforce</goal>
</goals>
<configuration>
<rules>
<requireMavenVersion>
<version>3.5.3</version>
</requireMavenVersion>
</rules>
</configuration>
</execution>
</executions>
</plugin>
<!-- The shade plugin will be helpful in building a uberjar or fatjar.
You can use this jar in the AWS Glue runtime environment. For more information, see
https://maven.apache.org/plugins/maven-shade-plugin/ -->
<plugin>
<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
<artifactId>maven-shade-plugin</artifactId>
<version>3.2.4</version>
<configuration>
<!-- any other shade configurations -->
</configuration>
<executions>
<execution>
<phase>package</phase>
<goals>
<goal>shade</goal>
</goals>
</execution>
</executions>
</plugin>
</plugins>
</build>
</project>
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Scala ETL スクリプトの実行
Maven プロジェクトのルートディレクトリから次のコマンドを実行して、Scala ETL スクリプトを実行し
ます。
mvn exec:java -Dexec.mainClass="mainClass" -Dexec.args="--JOB-NAME jobName"

mainClass を、スクリプトのメインクラスの完全修飾クラス名に置き換えます。jobName を目的のジョ
ブ名に置き換えます。

テスト環境の設定
ローカルテスト環境の設定例については、以下のブログ記事を参照してください。
• AWS Glueアカウントなしでローカルに AWS ETL パイプラインを構築する
• コンテナを利用したローカルでの AWS Glue ETLジョブの開発
ETL スクリプトをテストするために、開発エンドポイントまたはノートブックを使用する必要がある場合
は、「開発エンドポイントを使用してスクリプトを開発する (p. 223)」を参照してください。

Note
開発エンドポイントは、AWS Glue バージョン 2.0 ジョブでの使用がサポートされていません。
詳細については、「Running Spark ETL Jobs with Reduced Startup Times」を参照してくださ
い。

開発エンドポイント
以下のセクションでは、デベロッパーエンドポイントを使用してジョブを開発する方法の情報を提供しま
す。AWS Glueバージョン 1.0
トピック
• 開発エンドポイントを使用してスクリプトを開発する (p. 223)
• ノートブックの管理 (p. 257)

開発エンドポイントを使用してスクリプトを開発する
AWS Glue では、開発エンドポイントと呼ばれる環境を作成できます。この環境を使用して、抽出、変
換、ロード (ETL) スクリプトを反復的に開発およびテストできます。開発エンドポイントを作成、編集、
削除するには、AWS Glue コンソールまたは API を使用します。

Note
開発エンドポイントは、AWS Glue バージョン 2.0 ジョブでの使用がサポートされていません。
詳細については、「Running Spark ETL Jobs with Reduced Startup Times」を参照してくださ
い。

開発環境の管理
開発エンドポイントを作成するときは、開発環境をプロビジョニングするための設定値を指定します。こ
れらの値は、ユーザーが開発エンドポイントに安全にアクセスできるように、またエンドポイントがデー
タストアにアクセスできるように、ネットワークを設定する方法を AWS Glue に指示します。
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次に、開発エンドポイントに接続するノートブックを作成し、このノートブックを使用して ETL スクリプ
トを作成およびテストできます。開発プロセスの結果に満足したら、スクリプトを実行する ETL ジョブを
作成します。このプロセスにより、インタラクティブな方法で機能を追加してスクリプトをデバッグでき
ます。
このセクションのチュートリアルに従って、ノートブックで開発エンドポイントを使用する方法を学習し
ます。
トピック
• 開発エンドポイントのワークフロー (p. 224)
• AWS Glue 開発エンドポイントで SageMaker ノートブックを使用する方法 (p. 225)
• 開発エンドポイントの追加 (p. 226)
• 開発エンドポイントのプロパティの表示 (p. 228)
• 開発エンドポイントへのアクセス (p. 229)
• Amazon EC2 でホストされているノートブックサーバーの作成 (p. 230)
• チュートリアルセットアップ: 開発エンドポイントチュートリアルの前提条件 (p. 233)
• チュートリアル: ローカル Apache Zeppelin ノートブックをセットアップして ETL スクリプトをテス
トしリモートでデバッグする (p. 236)
• チュートリアル: Amazon EC2 で Apache Zeppelin ノートブックサーバーをセットアップす
る (p. 239)
• チュートリアル: JupyterLab で Jupyter Notebook をセットアップして ETL スクリプトをテストおよび
デバッグする (p. 242)
• チュートリアル: 開発エンドポイントで Amazon SageMaker ノートブックを使用する (p. 245)
• チュートリアル: 開発エンドポイントで REPL シェルを使用する (p. 247)
• チュートリアル: 開発エンドポイントで PyCharm Professional をセットアップする (p. 248)
• 高度な設定: 複数のユーザー間で開発エンドポイントを共有する (p. 253)

開発エンドポイントのワークフロー
AWS Glue の開発エンドポイントを使用するには、次のワークフローに従います。
1.

コンソールまたは API を使用して開発エンドポイントを作成します。このエンドポイントは、定義し
たセキュリティグループを使用して、Virtual Private Cloud (VPC) 内で起動されます。

2.

コンソールまたは API は、開発エンドポイントがプロビジョニングされて使用可能になるまで、開発
エンドポイントをポーリングします。使用可能になると、次のいずれかの方法を使用して開発エンド
ポイントに接続し、AWS Glue スクリプトを作成してテストします。
• ローカルマシンに Apache Zeppelin ノートブックをインストールし、これを開発エンドポイントに
接続して、ブラウザを使用して開発を行います。
• AWS Glue コンソールを使用して、アカウントの独自の Amazon EC2 インスタンスで Zeppelin
ノートブックサーバーを作成し、ブラウザを使用してこれに接続します。ノートブックサーバー
の詳細については、「開発エンドポイントに関連付けられているノートブックサーバーを作成す
る (p. 259)」を参照してください。
• AWS Glue コンソールを使用して、アカウントに SageMaker ノートブックを作成します。ノート
ブックの作り方の詳細については、「AWS Glue コンソールでノートブックを使用する (p. 265)」
を参照してください。
• ターミナルウィンドウを開いて、開発エンドポイントに直接接続します。
• JetBrains PyCharm Python IDE の Professional エディションがある場合は、これを開発エンドポイ
ントに接続し、これを使用してインタラクティブに開発を行います。スクリプトに pydevd ステー
トメントを挿入すると、PyCharm でリモートブレークポイントをサポートできます。
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3.

開発エンドポイントでのデバッグとテストが完了したら、削除することができます。

AWS Glue 開発エンドポイントで SageMaker ノートブックを使
用する方法
開発エンドポイントにアクセスする一般的な方法の 1 つは、SageMaker ノートブックの Jupyter を使用
することです。Jupyter Notebook は、可視化、分析、機械学習などで広く使用されているオープンソース
のウェブアプリケーションです。AWS Glue SageMaker ノートブックにより、AWS Glue 開発エンドポ
イントを使用した Jupyter Notebook を使用できます。AWS Glue SageMaker ノートブックでは、Jupyter
Notebook 環境は SparkMagic (リモートの Spark クラスターに Spark ジョブを送信するオープンソースの
Jupyter プラグイン) で事前設定されています。Apache Livyは、REST API を介してリモート Spark クラ
スターとのやり取りを可能にするサービスです。AWS Glue SageMaker ノートブックでは、SparkMagic
は、AWS Glue 開発エンドポイントで実行されている Livy サーバーに対して REST API を呼び出すように
設定されています。
各コンポーネントの動作について、次のテキストフローで説明します。
AWS Glue SageMaker ノートブック: (Jupyter → SparkMagic) → (ネットワーク) → AWS Glue 開発エンドポ
イント: (Apache Livy → Apache Spark)
Jupyter Notebook 上の各段落に記述された Spark スクリプトを実行すると、Spark コードが SparkMagic
経由で Livy サーバーに送信され、「livy-session-N」という名前の Spark ジョブが Spark クラスター上で
実行されます。このジョブは、Livy セッションと呼ばれます。ノートブックセッションが存続している
間、Spark ジョブは実行されます。Spark ジョブは、ノートブックから Jupyter カーネルをシャットダウン
したとき、またはセッションがタイムアウトしたときに終了します。ノートブック (.ipynb) ファイルごと
に 1 つの Spark ジョブが起動します。
単一の AWS Glue 開発エンドポイントで複数の SageMaker ノートブックインスタンスを使用でき ま
す。SageMaker ノートブックインスタンスごとに、複数のノートブックファイルを作成できます。各ノー
トブックファイルを開いて段落を実行すると、SparkMagic 経由で Spark クラスター上のノートブック
ファイルごとに Livy セッションが起動します。各 Livy セッションは、単一の Spark ジョブに対応しま
す。

AWS Glue 開発エンドポイントと SageMaker ノートブックのデフォルトの動作
Spark ジョブは、[Spark configuration] (Spark の設定) に基づいて実行されます。Spark の設定には複数の
方法があります (Spark クラスター設定、SparkMagic の設定など)。
デフォルトでは、Spark は Spark クラスター設定に基づいて Livy セッションにクラスターリソースを割
り当てます。AWS Glue 開発エンドポイントでは、クラスター設定はワーカーのタイプによって異なりま
す。ワーカータイプごとの共通設定について説明した表を次に示します。
スタンダード

G.1X

G.2X

5G
spark.driver.memory

10G

20G

5G
spark.executor.memory

10G

20G

4
spark.executor.cores

8

16

TRUE
spark.dynamicAllocation.enabled

TRUE

TRUE

Sparkエグゼキュターの最大数は、DPU (または NumberOfWorkers) とワーカータイプの組み合わせに
よって自動的に計算されます。
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Spark エグ
ゼキュター
の最大数

スタンダード

G.1X

G.2X

(DPU - 1) * 2 1

(NumberOfWorkers - 1)

(NumberOfWorkers - 1)

例えば、開発エンドポイントに 10 人のワーカーがいて、ワーカータイプが G.1X の場合、Spark エグゼ
キュターは 9 つになり、各エグゼキュターは 10G のメモリを持つため、クラスター全体のエグゼキュター
メモリは 90G になります。
指定されたワーカータイプに関係なく、Spark 動的リソース割り当てが有効になります。データセットが
十分に大きい場合、spark.dynamicAllocation.maxExecutors はデフォルトで設定されていないた
め、Spark はすべてのエグゼキュターを単一の Livy セッションに割り当てることができます。つまり、同
じ開発エンドポイント上の他の Livy セッションは、新しいエグゼキュターの起動を待つことになります。
データセットが小さい場合、Spark は同時に複数の Livy セッションにエグゼキュターを割り当てることが
できます。

Note
さまざまなユースケースでリソースがどのように割り当てられるか、および動作を変更するため
の設定方法の詳細については、「高度な設定: 複数のユーザー間で開発エンドポイントを共有す
る (p. 253)」を参照してください。

開発エンドポイントの追加
開発エンドポイントを使用して、AWS Glue で抽出、変換、ロード (ETL) スクリプトを反復的に開発およ
びテストします。開発エンドポイントを追加するには、AWS Glue コンソールまたは AWS Command Line
Interface (AWS CLI) を使用します。

開発エンドポイントを追加するには (コンソール)
1.

https://console.aws.amazon.com/glue/ で AWS Glue コンソール を開きます。IAM アクセス許可とし
て glue:CreateDevEndpoint を持つユーザーとしてサインインします。

2.

ナビゲーションペインで [開発エンドポイント]、[エンドポイントの追加] の順に選択します。

3.

AWS Glue の [Add endpoint (エンドポイントの追加)] ウィザードの手順に従って、エンドポイントを
作成するために必要なプロパティを提供します。データへのアクセスを許可する IAM ロールを指定し
ます。
開発エンドポイントを作成するときに SSH パブリックキーを指定することを選択した場合は、後で開
発エンドポイントにアクセスするために SSH プライベートキーを保存します。

4.

[完了] を選択して、ウィザードを完了します。次に、コンソールで開発エンドポイントのステータス
を確認します。ステータスが READY に変わったら、開発エンドポイントの使用を開始できます。
エンドポイントを作成するときに、次のオプション情報を指定できます。
セキュリティ設定
保管時の暗号化オプションを指定するには、開発エンドポイントにセキュリティ設定を追加しま
す。
ワーカータイプ
開発エンドポイントに割り当てられる事前定義されたワーカーのタイプ。値として
Standard、G.1X、または G.2X を使用します。
• Standard ワーカータイプでは、各ワーカーが 4 vCPU、16 GB のメモリ、50 GB のディス
ク、ワーカーごとに 2 個のエグゼキュターを提供します。
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• G.1X ワーカータイプでは、各ワーカーが 1 DPU (4 vCPU、16 GB のメモリ、64 GB のディス
ク) にマッピングされ、ワーカーごとに 1 個のエグゼキュターを提供します。メモリを大量に
消費するジョブには、このワーカータイプをお勧めします。
• G.2X ワーカータイプでは、各ワーカーが 2 DPU (8 vCPU、32 GB のメモリ、128 GB のディ
スク) にマッピングされ、ワーカーごとに 1 個のエグゼキュターを提供します。メモリを大量
に消費するジョブには、このワーカータイプをお勧めします。
ワーカー数
開発エンドポイントに割り当てられた、 定義された workerType のワーカーの数。このフィー
ルドは、ワーカータイプとして G.1X または G.2X を選択した場合にのみ使用できます。
データ処理単位 (DPU)
AWS Glue が開発エンドポイントに使用する DPU の数。数値は 1 より大きくする必要がありま
す。
Python ライブラリパス
スクリプトで必要とされる Python ライブラリへのカンマ区切りの Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3) パス。複数の値はコンマ (,) で区切られた完全なパスでなければなりませ
ん。ディレクトリパスではなく、個別のファイルのみがサポートされています。

Note
純粋な Python ライブラリのみを使用できます。Pandas Python データ解析ライブラリな
ど、C の拡張機能に依存するライブラリはまだサポートされていません。
依存 JARS パス
スクリプトで必要とされる JAR ファイルへのカンマ区切りの Amazon S3 パスです。

Note
現在、純粋な Java または Scala (2.11) ライブラリのみを使用できます。
AWS Glue バージョン
使用する Python および Apache Spark のバージョンを指定します。デフォルトは AWS Glue
バージョン 1.0 (Python バージョン 3 および Spark バージョン 2.4) です。詳細については、
「Glue version job property (p. 297)」を参照してください。
タグ
[タグキー] とオプションの [タグ値] を使用して開発エンドポイントにタグを付加します。作成さ
れたタグキーは読み取り専用になります。リソースを整理、識別しやすいように、いくつかのリ
ソースでタグを使用します。詳細については、AWSAWS Glue のタグ (p. 405) を参照してくだ
さい。
Spark UI
この開発エンドポイントで実行されている Spark アプリケーションをモニタリングするために
Spark UI の使用を有効にします。詳細については、開発エンドポイント用の Apache Spark ウェ
ブ UI の有効化 (p. 322) を参照してください。
Hive メタストアとしての AWS Glue Data Catalog の使用 ([Catalog Options] (カタログオプション) の
下)
AWS Glue Data Catalog を Spark Hive メタストアとして使用できるようにします。

開発エンドポイントを追加するには (AWS CLI)
1.

コマンドラインウィンドウで、次のようなコマンドを入力します。
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aws glue create-dev-endpoint --endpoint-name "endpoint1" --role-arn
"arn:aws:iam::account-id:role/role-name" --number-of-nodes "3" --glue-version "1.0" -arguments '{"GLUE_PYTHON_VERSION": "3"}' --region "region-name"

このコマンドでは、AWS Glue バージョン 1.0 を指定します。このバージョンは Python 2 と Python
3 の両方をサポートしているため、必要な Python バージョンを指定するには arguments パラメー
タを使用します。glue-version パラメータを省略すると、AWS Glue バージョン 0.9 が想定されま
す。AWS Glue のバージョンの詳細については、「Glue version job property (p. 297)」を参照して
ください。
追加のコマンドラインパラメータについては、AWS CLI コマンドリファレンスの「create-devendpoint」を参照してください。
2.

(オプション) 次のコマンドを入力して、開発エンドポイントのステータスを確認します。ステータス
が READY に変わったら、開発エンドポイントの使用を開始できます。
aws glue get-dev-endpoint --endpoint-name "endpoint1"

開発エンドポイントのプロパティの表示
AWS Glue コンソールを使用して開発エンドポイントの詳細を表示できます。エンドポイントの詳細に
は、[エンドポイントの追加] ウィザードでエンドポイントを作成したときに定義した情報が含まれます。
また、エンドポイントに接続するために必要な情報と、エンドポイントを使用するノートブックに関する
情報も含まれます。

開発エンドポイントのプロパティを表示するには
1.

https://console.aws.amazon.com/glue/ で AWS Glue コンソール を開きま
す。glue:GetDevEndpoints IAM アクセス許可として と glue:GetDevEndpoint を持つユーザー
としてサインインします。

2.

ナビゲーションペインの [ETL] で、[開発エンドポイント] を選択します。

3.

[開発エンドポイント] ページで、開発エンドポイントの名前を選択します。

開発エンドポイントのいくつかのプロパティを次に示します。
エンドポイント名
エンドポイントを作成するときに付与する一意の名前。
プロビジョニングのステータス
エンドポイントが作成されているか (PROVISIONING)、使用できる状態か (READY)、終了処理中か
(TERMINATING)、終了したか (TERMINATED)、または失敗した (FAILED) かどうかの説明。
失敗の理由
開発エンドポイントの失敗の理由。
プライベートアドレス
開発エンドポイントに接続するためのアドレス。Amazon EC2 コンソールで、この IP アドレスにア
タッチされている Elastic Network Interface を表示できます。この内部アドレスは、開発エンドポイン
トが Virtual Private Cloud (VPC) に関連付けられている場合に作成されます。
プライベートアドレスからの開発エンドポイントへのアクセスの詳細については、「the section
called “開発エンドポイントへのアクセス” (p. 229)」を参照してください。
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パブリックアドレス
開発エンドポイントに接続するためのアドレス。
パブリックキーの内容
開発エンドポイントに関連付けられている現在のパブリック SSH キー (オプション)。開発エンドポイ
ントを作成するときにパブリックキーを指定した場合、対応する SSH プライベートキーを保存済みで
ある必要があります。
[IAM role] (IAM ロール)
リソースの認証に使用する IAM ロールを指定します。開発エンドポイントが AWS KMS 暗号化された
Amazon S3 データを読み取る場合、IAM ロールには KMS キーに対する復号化のアクセス許可が必要
です。
IAM ロールの作成の詳細については 「ステップ 2: AWS Glue 用の IAM ロールを作成する (p. 17)」 を
ご参照ください。
Python REPL への SSH
コンピュータでターミナルウィンドウを開き、このコマンドを入力すると、開発エンドポイントを
REPL (Read-Eval-Print Loop) シェルとして操作できます。このフィールドは、開発エンドポイントに
パブリック SSH キーが含まれている場合のみ表示されます。
Scala REPL への SSH
コンピュータでターミナルウィンドウを開き、このコマンドを入力すると、開発エンドポイントを
REPL シェルとして操作できます。このフィールドは、開発エンドポイントにパブリック SSH キーが
含まれている場合のみ表示されます。
リモートインタープリタへの SSH トンネル
ターミナルウィンドウを開き、このコマンドを入力すると、開発エンドポイントへのトンネルを開く
ことができます。次に、ローカル Apache Zeppelin ノートブックを開き、リモートインタープリタと
して開発エンドポイントを指定します。インタープリタが設定されたら、これをノートブック内のす
べてのノートで使用できます。このフィールドは、開発エンドポイントにパブリック SSH キーが含ま
れている場合のみ表示されます。
パブリックキーの更新ステータス
開発エンドポイントでのパブリックキーの更新の完了ステータスです。パブリックキーを更新
すると、新しいキーは開発エンドポイントに反映されている必要があります。ステータス値に
は、COMPLETED および PENDING があります。
最終更新日時
この開発エンドポイントが前回変更された日時。
実行時間
開発エンドポイントが、プロビジョニングされて READY になっている時間。

開発エンドポイントへのアクセス
Virtual Private Cloud (VPC) に開発エンドポイントを作成すると、AWS Glue はプライベート IP アドレス
のみを返します。パブリック IP アドレスフィールドは返されません。VPC 以外の開発エンドポイントを
作成する場合、AWS Glue はパブリック IP アドレスのみを返します。
開発エンドポイントにパブリックアドレスがある場合は、次の例のように、開発エンドポイントの SSH プ
ライベートキーを使用して、このアドレスに到達できることを確認します。
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ssh -i dev-endpoint-private-key.pem glue@public-address

開発エンドポイントにプライベートアドレスがあり、VPC サブネットがパブリックインターネットから
ルーティング可能であり、そのセキュリティグループがクライアントからのインバウンドアクセスを許可
するとします。この場合は、以下のステップに従って Elastic IP アドレスを開発エンドポイントにアタッ
チし、インターネットからのアクセスを許可します。

Note
Elastic IP アドレスを使用する場合、使用されているサブネットには、ルートテーブルを通じて関
連付けられたインターネットゲートウェイが必要です。

Elastic IP アドレスをアタッチして開発エンドポイントにアクセスするには
1.

https://console.aws.amazon.com/glue/ で AWS Glue コンソール を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[開発エンドポイント] を選択し、開発エンドポイントの詳細ページに移動
します。次のステップで使用するためにプライベートアドレスを書き留めます。

3.

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

4.

ナビゲーションペインの [Network & Security] で、[ネットワークインターフェイス] を選択します。

5.

AWS Glue コンソールの [development endpoint details] (開発エンドポイントの詳細) ページで、プラ
イベートアドレスに対応するプライベート DNS (IPv4) を検索します。
必要に応じて Amazon EC2 コンソールで表示する列を変更します。このアドレスのネットワークイン
ターフェイス ID (ENI) を書き留めます (例: eni-12345678)。

6.

Amazon EC2 コンソールの [Network & Security] (ネットワーク & セキュリティ) で、[Elastic IPs]
(Elastic IP) をクリックします。

7.

[新しいアドレスの割り当て]、[割り当て] の順に選択して、新しい Elastic IP アドレスを割り当てま
す。

8.

[Elastic IP] ページで、新しく割り当てた Elastic IP を選択します。[アクション]、[アドレスの関連付
け] の順に選択します。

9.

[アドレスの関連付け] ページで、以下の操作を行います。
• [リソースタイプ] で、[ネットワークインターフェイス] を選択します。
• [ネットワークインターフェイス] ボックスに、プライベートアドレスのネットワークインターフェ
イス ID (ENI) を入力します。
• [Associate] (関連付け) を選択します。

10. 次の例に示すように、開発エンドポイントに関連付けられた SSH プライベートキーを使用して、新し
く関連付けられた Elastic IP アドレスに到達できることを確認します。

ssh -i dev-endpoint-private-key.pem glue@elastic-ip

踏み台ホストを使用して、開発エンドポイントのプライベートアドレスへの SSH アクセスを取得する
方法については、AWS セキュリティブログの投稿「Securely Connect to Linux Instances Running in
a Private Amazon VPC」を参照してください。

Amazon EC2 でホストされているノートブックサーバーの作成
ローカルマシンに Apache Zeppelin ノートブックをインストールし、それを使用して開発エンドポイン
トで ETL スクリプトをデバッグおよびテストできます。または、Amazon EC2 インスタンスで Zeppelin
ノートブックサーバーをホストすることもできます。詳細については、the section called “ノートブック
サーバーに関する考慮事項” (p. 259) を参照してください。
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AWS Glue の [Create notebook server (ノートブックサーバーを作成)] ウィンドウでは、Apache Zeppelin
ノートブック使用するノートブックサーバーを作成するために必要なプロパティを追加します。

Note
作成した開発エンドポイントに関連付けられているすべてのノートブックサーバーを管理しま
す。したがって、開発エンドポイントを削除した場合、ノートブックサーバーを削除するには
AWS CloudFormation コンソールで AWS CloudFormation スタックを削除する必要があります。

Important
Amazon EC2 にホストされたノートブックサーバーを使用するには、次の処理を実行する
Amazon EC2 インスタンスでスクリプトを実行する必要があります。
• Zeppelin ノートブックパスワードを設定します。
• ノートブックサーバーと開発エンドポイントの間の通信を設定します。
• Secure Sockets Layer(SSL) 証明書を検証または生成し、Zeppelin ノートブックにアクセスし
ます。
詳細については、the section called “ノートブックサーバーに関する考慮事項” (p. 259) を参照し
てください。
以下のプロパティを指定します。
CloudFormation スタック名
開発エンドポイントの AWS CloudFormation スタックで作成されたノートブックの名前です。名前に
は aws-glue- が前に付けられます。このノートブックは Amazon EC2 インスタンスで実行されま
す。Zeppelin HTTP サーバーは、SSH トンネルコマンドを使用してアクセスできるパブリックポート
443 またはパブリックポート 8080 のいずれかで起動されます。
[IAM role] (IAM ロール)
Amazon EC2 インスタンスプロファイルと完全一致する Amazon EC2 への信頼関係を持つ
ロールです。IAM コンソールでロールを作成します。[Amazon EC2] (Amazon EC2) を選択
し、AWSGlueServiceNotebookRoleDefault などのノートブックのポリシーをアタッチします。
詳細については、ステップ 5: ノートブックサービス用に IAM ロールを作成する (p. 29) を参照してく
ださい。
インスタンスプロファイルの詳細については、「インスタンスプロファイル」を参照してください。
EC2 key pair
ノートブックサーバーをホストしている Amazon EC2 インスタンスへのアクセスに使用
される Amazon EC2 キー。Amazon EC2 コンソールでキーペアを作成できます (https://
console.aws.amazon.com/ec2/)。キーファイルは、後で使用するために保存します。詳細について
は、「Amazon EC2 のキーペア」 を参照してください。
ノートブックサーバー EC2 インスタンスにパブリック IP をアタッチする
インターネットからノートブックサーバーへのアクセスに使用できるパブリック IP をアタッチする
には、このオプションを選択します。パブリックとプライベートのどちらの [サブネット] を選択する
かによって、このオプションを選択するかどうかが決まります。パブリックサブネットでは、ノート
ブックサーバーがインターネットにアクセスするにはパブリック IP が必要です。ノートブックサー
バーがプライベートサブネットにあり、パブリック IP が不要な場合、このオプションを選択しないで
ください。ただし、この場合でも、ノートブックサーバーには NAT ゲートウェイなどのインターネッ
トへのルートが必要です。
ノートブックのユーザー名
Zeppelin notebook へのアクセスに使用するユーザー名です。デフォルト: admin。
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ノートブックの S3 パス
ノートブックの状態が保存される場所です。Zeppelin ノートブックへの Amazon S3 パスは s3://
bucket-name/username の形式に従う必要があります。サブフォルダはパスに含めることはできま
せん。デフォルト: s3://aws-glue-notebooks-account-id-region/notebook-username。
サブネット
ノートブックサーバーで利用可能なサブネットです。アスタリスク (*) は、サブネットにインターネッ
トからアクセスできることを示します。サブネットには、インターネットゲートウェイ (IGW)、NAT
ゲートウェイ、または VPN を介したインターネットへのルートが必要です。詳細については、 を参
照してください。AWS Glue のための開発用ネットワークの設定 (p. 47)
セキュリティグループ
ノートブックサーバーで利用可能なセキュリティグループです。セキュリティグループには、HTTPS
(ポート 443) と SSH (ポート 22) のインバウンドルールが必要です。ルールのソースが 0.0.0.0/0 であ
るか、ノートブックに接続しているマシンの IP アドレスであることを確認します。
S3 AWS KMS キー
Amazon S3 の Zeppelin ノートブックストレージのクライアント側の AWS KMS 暗号化に使用される
キー。このフィールドはオプションです。Amazon S3 へのアクセスを可能にするには、AWS KMS
キーを選択するか、[Enter a key ARN] (キーの ARN を入力) を選択してキーの Amazon リソースネー
ム (ARN) を指定します。arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id の形式で ARN を入力
します。arn:aws:kms:region:account-id:alias/alias-name など、キーのエイリアスの形
式で ARN を指定することもできます。
カスタム AMI ID
暗号化された Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) Amazon EC2 インスタンスのカスタム
Amazon Machine Image (AMI) ID です。このフィールドはオプションです。AMI ID を選択するか、
または [Enter AMI ID (AMI ID の入力)] を選択してカスタム AMI ID を入力し、AMI ID を指定します。
ノートブックサーバーストレージを暗号化する方法の詳細については、「暗号化と AMI のコピー」を
参照してください。
ノートブックサーバーのタグ
AWS CloudFormation スタックには、常に aws-glue-dev-endpoint というキーと開発エンドポイントの
名前の値がタグ付けされています。AWS CloudFormation スタックにタグを追加できます。
EC2 インスタンス
ノートブックをホストするために作成される Amazon EC2 インスタンスの名前です。これは Amazon
EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) にリンクしており、インスタンスは awsglue-dev-endpoint というキーと開発エンドポイントの名前の値でタグ付けされています。
CloudFormation スタック
ノートブックサーバーの作成に使用された AWS CloudFormation スタックの名前です。
SSH から EC2 サーバーへのコマンド
このコマンドをターミナルウィンドウに入力して、ノートブックサーバーを実行している Amazon
EC2 インスタンスに接続します。このコマンドに表示される Amazon EC2 アドレスは、[Attach a
public IP to the notebook server EC2 instance] (ノートブックサーバー EC2 インスタンスにパブリッ
ク IP をアタッチする) を選択したかどうかによってパブリックまたはプライベートになります。
証明書のコピー
Zeppelin ノートブックサーバーを設定するのに必要なキーストアを、ノートブックサーバーをホ
ストする Amazon EC2 インスタンスにコピーするためのサンプル scp コマンド。Amazon EC2 プ
ライベートキーが格納されているディレクトリでターミナルウィンドウからコマンドを実行しま
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す。Amazon EC2 インスタンスにアクセスするためのキーは、-i オプションへのパラメータで
す。path-to-keystore-file を指定します。Amazon EC2 サーバー上の開発エンドポイントプラ
イベート SSH キーが配置されている場所が、このコマンドの残りの部分です。
HTTPS URL
ノートブックサーバーの設定が完了したら、この URL をブラウザに入力し、HTTPS を使用してノー
トブックに接続します。

チュートリアルセットアップ: 開発エンドポイントチュートリア
ルの前提条件
開発エンドポイントは、ETL スクリプトを AWS Glue ジョブとして実行する前に、インタラクティブに
さまざまな方法で ETL スクリプトをテストおよびデバッグできる環境を作成します。このセクションの
チュートリアルでは、さまざまな IDE を使用してこれを行う方法を示します。これらのすべては、次のセ
クションの手順を使用して、開発エンドポイントをセットアップし、サンプルデータをクロールして AWS
Glue Data Catalog にテーブルを作成することを前提としています。
場合によっては Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) データのみを使用し、JDBC と Amazon
S3 データを他と組み合わせるため、Virtual Private Cloud (VPC) にはない 1 つの開発エンドポイント
と、Virtual Private Cloud (VPC) にある 1 つの開発エンドポイントを設定します。

チュートリアルで使用されるサンプルデータのクローリング
最初のステップでは、一部のサンプルデータをクロールし、そのメタデータをデータカタログのテーブル
に記録できるクローラーを作成します。使用されるサンプルデータは http://everypolitician.org/ から取得さ
れ、チュートリアルの目的のため少し変更されています。これには、米国国会議員と米国下院および上院
の議席についての JSON 形式のデータが含まれています。
1.

AWS Management Console にサインインし、AWS Glue コンソール (https://
console.aws.amazon.com/glue/) を開きます。
AWS Glue コンソールで [Databases (データベース)] を選択し、[Add database (データベースの追加)]
を選択します。データベースに legislators という名前を付けます。

2.

[Crawlers] (クローラー)、[Add crawler] (クローラーの追加) の順に選択します。クローラーに
legislator_crawler という名前を付け、[次へ] を選択します。

3.

デフォルトのクローラーソースタイプ (データストア) を受け入れ、[次へ] をクリックします。

4.

S3 はデータストアのままにしておきます。[Crawl data in] (クロールするデータの場所) で、[Specified
path in another account] (別のアカウントで指定されたパス) を選択します。次に、[インクルードパ
ス] ボックスに「s3://awsglue-datasets/examples/us-legislators/all」と入力します。
[Next] (次へ) を選択し、[Next] (次へ) をもう一度選択して、別のデータストアを追加しないことを確
認します。

5.

実行時にクローラーが引き受ける IAM ロールを指定します。
s3://awsglue-datasets/examples/us-legislators/all にアクセスできるロールを指定す
るか、[IAM ロールを作成する] を選択して名前を入力し、その場所にアクセスできるロールを作成し
ます。

6.

[次へ] を選択し、再度 [次へ] を選択して、このクローラーがオンデマンドで実行することを確認しま
す。

7.

[Database] (データベース) に、legislators データベースを選択します。[Next] (次へ) を選択し、
[Finish] (完了) を選択して新しいクローラーの作成を完了します。

8.

ナビゲーションペインで [Crawlers] (クローラー) を再度選択します。新しい legislator_crawler
クローラーの横にあるチェックボックスを選択して、[Run crawler] (クローラーの実行) を選択しま
す。
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9.

ナビゲーションペインで、[Databases] (データベース) を選択します。legislators データベース
を選択して、[Tables in legislators] (legislators のテーブル) を選択します。クローラーが取得したメタ
データを含むデータカタログ内のクローラーによって作成された 6 つのテーブルが表示されます。

Amazon S3 データの開発エンドポイントの作成
次に、Amazon S3 データの開発エンドポイントを作成します。JDBC データソースまたはターゲットを使
用する場合は、開発エンドポイントを VPC で作成する必要があります。ただし、このチュートリアルで
Amazon S3 にアクセスするのみの場合は必要ありません。
1.

AWS Glue コンソールで、[Dev endpoints (開発エンドポイント)] を選択します。[Add endpoint] (エン
ドポイントの追加) を選択します。

2.

demo-endpoint などのエンドポイント名を指定します。

3.

ETL ジョブ実行に使用する [IAM roleAWS Glue] (IAM ロール) と同様の権限を持つ IAM ロールを選択
します。(詳細については、ステップ 2: AWS Glue 用の IAM ロールを作成する (p. 17) を参照してくだ
さい)。[Next] を選択します。

4.

[Networking] (ネットワーク) で、[Skip networking information] (ネットワーキング情報をスキップ) を
選択したままにして、[Next] (次へ) を選択します。

5.

[SSH Public Key] (SSH パブリックキー) に、ssh-keygen などの SSH キー生成プログラムによって
生成されたパブリックキーを入力します (Amazon EC2 キーペアは使用しないでください)。生成され
たパブリックキーは、開発エンドポイントにインポートされます。対応するプライベートキーを保存
し、後で SSH を使用して開発用エンドポイントに接続します。[Next] を選択します。詳細について
は、Wikipedia の「ssh-keygen」を参照してください。

Note
Microsoft Windows でキーを生成する場合は、最新バージョンの PuTTYgen を使用し
て、PuTTYgen ウィンドウから AWS Glue コンソール内にパブリックキーを貼り付けま
す。RSA キーを生成します。パブリックキーを使用してファイルをアップロードしないで
ください。代わりに、[Public key for pasting into OpenSSH authorized_keys file] (OpenSSH
authorized_keys ファイル内に貼り付けるパブリックキー) フィールドで生成したキーを使
用します。PuTTY で対応するプライベートキー (.ppk) を使用して開発エンドポイントに接
続します。Windows で SSH を使用して開発エンドポイントに接続するには、PuTTYgen の
[Conversion] (変換) メニューを使用してプライベートキーを .ppk 形式から OpenSSH の
.pem 形式に変換します。詳細については、「PuTTY を使用した Windows から Linux インス
タンスへの接続」を参照してください。
6.

[Review] (確認) で、[Finish] (完了) を選択します。開発エンドポイントが作成されたら、プロビジョニ
ングのステータスが [READY] (準備完了) になるのを待ちます。

出力に使用する Amazon S3 の場所の作成
バケットがない場合は、[Create a Bucket] (バケットの作成) の手順に従って、Amazon S3 にサンプル ETL
スクリプトの出力を保存するバケットをセットアップできます。

VPC での開発エンドポイントの作成
このチュートリアルでは必要ありませんが、Amazon S3 データストアと JDBC データストアの両方に
ETL ステートメントからアクセスする場合は、VPC 開発エンドポイントが必要です。この場合、開発エン
ドポイントの作成時に JDBC データストアを含む Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) のネット
ワークプロパティを指定します。始める前に、AWS Glue のための開発用ネットワークの設定 (p. 47) で説
明されているように、環境をセットアップします。
1.

AWS Glue コンソールのナビゲーションペインで、[Dev endpoints (開発エンドポイント)] を選択しま
す。次に、[Add endpoint] (エンドポイントの追加) を選択します。

2.

vpc-demo-endpoint などのエンドポイント名を指定します。
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3.

ETL ジョブ実行に使用する [IAM roleAWS Glue] (IAM ロール) と同様の権限を持つ IAM ロールを選択
します。(詳細については、ステップ 2: AWS Glue 用の IAM ロールを作成する (p. 17) を参照してくだ
さい)。[Next] を選択します。

4.

[Networking] (ネットワーキング) で、Amazon VPC、サブネット、およびセキュリティグループを指
定します。この情報は、データリソースに安全に接続できる開発エンドポイントを作成するために使
用されます。エンドポイントのプロパティを入力する際には、以下の提案を考慮します。
• データストアへの接続をすでに設定している場合は、既存の接続から接続の詳細を取得し、エンド
ポイントの Amazon VPC、サブネット、およびセキュリティグループのパラメータを設定するため
に使用できます。それ以外の場合は、個別にこれらのパラメータを指定します。
• Amazon VPC の [Edit DNS hostnames] (DNS ホスト名を編集) が [yes] (はい) に設定されているこ
とを確認します。このパラメータは、Amazon VPC コンソール (https://console.aws.amazon.com/
vpc/) で設定できます。(詳細については、VPC での DNS のセットアップ (p. 44) を参照してくださ
い)。
• このチュートリアルでは、選択した Amazon VPC に Amazon S3 VPC エンドポイントがあることを
確認してください。Amazon S3 VPC エンドポイントを作成する方法については、「Amazon S3 用
の VPC エンドポイント (p. 40)」を参照してください。
• 開発エンドポイントのパブリックサブネットを選択します。インターネットゲートウェイにルー
トを追加することにより、サブネットをパブリックサブネットにすることができます。IPv4 トラ
フィックの場合は、[Destination] (送信先) 0.0.0.0/0 ルートを作成し、インターネットゲートウェ
イ ID を [Target] (ターゲット) にします。サブネットのルートテーブルは、NAT ゲートウェイで
はなくインターネットゲートウェイに関連付けられている必要があります。この情報は、Amazon
VPC コンソール (https://console.aws.amazon.com/vpc/) で設定できます。例:

詳細については、「インターネットゲートウェイのルートテーブル」を参照してください。イン
ターネットゲートウェイを作成する方法については、「インターネットゲートウェイ」を参照して
ください。
• インバウンドの自己参照ルールがあるセキュリティグループを選択したことを確認します。この情
報は、Amazon VPC コンソール (https://console.aws.amazon.com/vpc/) で設定できます。例:
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サブネットを設定する方法の詳細については、「AWS Glue のための開発用ネットワークの設
定 (p. 47)」を参照してください。
[Next] を選択します。
5.

[SSH Public Key] (SSH パブリックキー) に、SSH キー生成プログラムによって生成されたパブリック
キーを入力します (Amazon EC2 キーペアは使用しないでください)。対応するプライベートキーを保
存し、後で SSH を使用して開発用エンドポイントに接続します。[Next] を選択します。

Note
Microsoft Windows でキーを生成する場合は、最新バージョンの PuTTYgen を使用し
て、PuTTYgen ウィンドウから AWS Glue コンソール内にパブリックキーを貼り付けま
す。RSA キーを生成します。パブリックキーを使用してファイルをアップロードしないで
ください。代わりに、[Public key for pasting into OpenSSH authorized_keys file] (OpenSSH
authorized_keys ファイル内に貼り付けるパブリックキー) フィールドで生成したキーを使
用します。PuTTY で対応するプライベートキー (.ppk) を使用して開発エンドポイントに接
続します。Windows で SSH を使用して開発エンドポイントに接続するには、PuTTYgen の
[Conversion] (変換) メニューを使用してプライベートキーを .ppk 形式から OpenSSH の
.pem 形式に変換します。詳細については、「PuTTY を使用した Windows から Linux インス
タンスへの接続」を参照してください。
6.

[Review] (確認) で、[Finish] (完了) を選択します。開発エンドポイントが作成されたら、プロビジョニ
ングのステータスが [READY] (準備完了) になるのを待ちます。

これで、このセクションのチュートリアルを試す準備ができました。
• チュートリアル: ローカル Apache Zeppelin ノートブックをセットアップして ETL スクリプトをテスト
しリモートでデバッグする (p. 236)
• チュートリアル: Amazon EC2 で Apache Zeppelin ノートブックサーバーをセットアップする (p. 239)
• チュートリアル: 開発エンドポイントで REPL シェルを使用する (p. 247)

チュートリアル: ローカル Apache Zeppelin ノートブックをセッ
トアップして ETL スクリプトをテストしリモートでデバッグす
る
このチュートリアルでは、ローカルマシン上の Apache Zeppelin ノートブックを開発エンドポイントに接
続して、デプロイする前に AWS Glue ETL (抽出、変換、ロード) スクリプトをインタラクティブに実行、
デバッグ、およびテストできるようにします。このチュートリアルでは、SSH ポートフォワーディングを
使用して、ローカルマシンを AWS Glue 開発エンドポイントに接続します。詳細については、Wikipedia
の Port forwarding を参照してください。
このチュートリアルでは、「チュートリアルの前提条件 (p. 233)」にまとめられているステップが実行済
みであることを前提としています。

Apache Zeppelin ノートブックのインストール
1.

ローカルマシンに Java Development Kit 1.7 がインストールされていることを確認します (Java の
ホームページを参照してください)。
Microsoft Windows で実行している場合は、JAVA_HOME 環境変数が適切な Java ディレクトリを指し
ていることを確認します。この変数を更新せずに Java が更新される可能性があります。変数が存在
しなくなったフォルダを指していると、Zeppelin は起動に失敗します。
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2.

Zeppelin のダウンロードページからローカルマシンに Apache Zeppelin のすべてのインタープリタが
あるバージョンをダウンロードします。次の対応表に従ってダウンロードするファイルを選択し、ダ
ウンロードの指示に従います。
AWS Glue バージョン

Zeppelin リリース

ダウンロードするファイル

0.9

0.7.3

zeppelin-0.7.3-bin-all.tgz

1.0 以降

0.8.1

zeppelin-0.8.1-bin-all.tgz

オペレーティングシステムに適した方法で Zeppelin を起動します。Zeppelin 使用中、ノートブック
サーバーを開始するターミナルウィンドウは開けたままにしておきます。サーバーが正常に起動され
たら、"Done, zeppelin server started." で終わる行がコンソールに表示されます。
3.

http://localhost:8080 に移動して、ブラウザで Zeppelin を開きます。

4.

ブラウザの Zeppelin で、ページの右上隅にある [anonymous] (匿名) のドロップダウンメニューを開
き、[Interpreter] (インタープリタ) を選択します。[interpreters] (インタープリタ) ページで spark を
検索して、右側にある [edit] (編集) を選択します。以下の変更を加えます。
• [Connect to existing process] (既存のプロセスに接続) チェックボックスを選択し、[Host] (ホスト)
を localhost に、[Port] (ポート) を 9007 (またはポート転送に使用している任意の他のポート) に
設定します。
• [Properties] (プロパティ) で、[master] (マスター) に yarn-client を設定します。
• spark.executor.memory プロパティがある場合は、[アクション] 列で [x] を選択してそのプロパ
ティを削除します。
• spark.driver.memory プロパティがある場合は、[アクション] 列で [x] を選択してそのプロパ
ティを削除します。
ページの下部にある [Save] (保存) を選択し、次に [OK] を選択してインタープリタを更新して再起動
することを確定します。ブラウザの [back] (戻る) ボタンを使用して Zeppelin 開始ページに戻ります。

DevEndpoint に接続するための SSH ポート転送の開始
次に、SSH ローカルポート転送を使用して、ローカルポート (ここでは 9007) を AWS Glue
(169.254.76.1:9007) で定義されたリモート送信先に転送します。
SSH セキュアシェルプロトコルへのアクセスができるターミナルウィンドウを開きます。Microsoft
Windows の場合、Git for Windows が提供する BASH シェルを使用するか、Cygwin をインストールするこ
とができます。
次のように変更した、以下の SSH コマンドを実行します。
• private-key-file-path を、開発エンドポイントを作成するのに使用したパブリックキーに対応す
るプライベートキーを含む .pem ファイルへのパスに置き換えます。
• 9007 とは異なるポートを転送している場合は、9007 をローカルで実際に使用しているポート番号に置
き換えます。このアドレス、169.254.76.1:9007 はリモートポートです。変更することはできませ
ん。
• dev-endpoint-public-dns を開発エンドポイントのパブリック DNS アドレスで置き換えます。こ
のアドレスを確認するには、AWS Glue コンソールで開発エンドポイントに移動して名前を選択し、
[Endpoint details] (エンドポイントの詳細) ページに一覧表示されている [Public address] (パブリックア
ドレス) をコピーします。

ssh -i private-key-file-path -NTL 9007:169.254.76.1:9007 glue@dev-endpoint-public-dns
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以下のような警告メッセージが表示されます。
The authenticity of host 'ec2-xx-xxx-xxx-xx.us-west-2.compute.amazonaws.com
(xx.xxx.xxx.xx)'
can't be established. ECDSA key fingerprint is SHA256:4e97875Brt+1wKzRko
+JflSnp21X7aTP3BcFnHYLEts.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?

「yes」と入力し、Zeppelin ノートブックを使用中はターミナルウィンドウを開けたままにしておきま
す。

ノートブックの段落におけるシンプルスクリプトフラグメントの実行
Zeppelin 開始ページで、[Create new note] (新しいメモの作成) を選択します。新しいメモに
Legislators という名前を付け、spark がインタープリタであることを確認します。
次のスクリプトフラグメントをノートブックに入力して実行します。AWS Glue Data Catalog にあるその
人物のメタデータを使用して、サンプルデータから DynamicFrame を作成します。次に、このデータの項
目数およびスキーマが出力されます。
%pyspark
import sys
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.transforms import *
# Create a Glue context
glueContext = GlueContext(SparkContext.getOrCreate())
# Create a DynamicFrame using the 'persons_json' table
persons_DyF = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(database="legislators",
table_name="persons_json")
# Print out information about this data
print "Count: ", persons_DyF.count()
persons_DyF.printSchema()

スクリプトの出力は次のとおりです。

Count: 1961
root
|-- family_name: string
|-- name: string
|-- links: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- note: string
|
|
|-- url: string
|-- gender: string
|-- image: string
|-- identifiers: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- scheme: string
|
|
|-- identifier: string
|-- other_names: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- note: string
|
|
|-- name: string
|
|
|-- lang: string
|-- sort_name: string
|-- images: array
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|
|
|-|-|-|-|
|
|
|--

|-- element: struct
|
|-- url: string
given_name: string
birth_date: string
id: string
contact_details: array
|-- element: struct
|
|-- type: string
|
|-- value: string
death_date: string

ローカルノートブック接続のトラブルシューティング
• 接続拒否エラーが発生した場合、古い開発エンドポイントを使用している可能性があります。新しい開
発エンドポイントを作成して再接続してみます。
• ネットワーク接続がタイムアウトになったり何らかの理由で機能しなくなった場合に、復元するのに次
の手順が必要な場合があります。
1. Zeppelin で、ページの右上隅にあるドロップダウンメニューの [Interpreters (インタープリタ)] を選
択します。[interpreters] (インタープリタ) ページで spark を検索します。[edit] (編集) を選択し、
[Connect to existing process] (既存のプロセスに接続) チェックボックスをオフにします。ページの最
下部で [Save] (保存) をクリックします。
2. 前述のとおり、SSH ポート転送を開始します。
3. Zeppelin で spark インタープリタの [Connect to existing process] (既存のプロセスに接続) 設定を再
度有効にして、再び保存します。
このようにインタープリタをリセットすることで、ネットワーク接続が復元するはずです。これを実現
するもう 1 つの方法は、[Interpreters] (インタープリタ) ページで Spark インタープリタの [restart] (再起
動) を選択することです。その後、リモートインタープリタが確実に再起動されるように最大 30 秒間待
機します。
• 開発エンドポイントに、リモート Zeppelin インタープリタにアクセスするためのアクセス許可があるこ
とを確認します。適切なネットワークアクセス権限がないと、「開くことができませんでした、接続に
失敗しました、接続が拒否されました」などのエラーが発生する可能性があります。

チュートリアル: Amazon EC2 で Apache Zeppelin ノートブック
サーバーをセットアップする
このチュートリアルでは、Amazon EC2 インスタンスでホストされる Apache Zeppelin ノートブックサー
バーを作成します。ノートブックは開発エンドポイントのいずれかに接続して、デプロイする前に AWS
Glue ETL (抽出、変換、ロード) スクリプトをインタラクティブに実行、デバッグ、およびテストできるよ
うにします。
このチュートリアルでは、「チュートリアルの前提条件 (p. 233)」にまとめられているステップが実行済
みであることを前提としています。

Amazon EC2 インスタンスでの Apache Zeppelin ノートブックサーバーの作成
Amazon EC2 でノートブックサーバーを作成するには、AWS CloudFormation、Amazon EC2、および
その他のサービスでリソースを作成するためのアクセス許可が必要です。必要なユーザーアクセス権
限の詳細については、「ステップ 3: AWS Glue にアクセスする IAM ユーザーにポリシーをアタッチす
る (p. 18)」を参照してください。
1.

AWS Glue コンソールで [Dev endpoints (開発エンドポイント)] を選択して、開発エンドポイントのリ
ストに移動します。

2.

横にあるボックスを選択して、エンドポイントを選択します。キーは Amazon EC2 インスタンスでの
後のアクションで生成されるため、空の SSH パブリックキーを持つエンドポイントを選択します。そ
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れから [Actions] (アクション) を選択し、[Create notebook server] (ノートブックサーバーの作成) を選
択します。
ノートブックサーバーをホストするには、Amazon EC2 インスタンスは開発エンドポイントで AWS
CloudFormation スタックを使用してスピンアップされます。SSL 証明書を使用して Zeppelin サー
バーを作成した場合、Zeppelin HTTPS サーバーはポート 443 で起動されます。
3.

英数字とハイフンのみを使用し、demo-cf などの AWS CloudFormation スタックサーバー名を入力
します。

4.

「ステップ 5: ノートブックサービス用に IAM ロールを作成する (p. 29)」で説明されているよう
に、Amazon EC2 への信頼関係を設定した IAM ロールを選択します。

5.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) で生成した Amazon EC2 キーペアを
選択するか、[Create EC2 key pair] (EC2 キーペアを作成) を選択して新しく生成します。そのペアの
プライベートキー部分をダウンロードして保存した場所を忘れないでください。このキーペアは、開
発エンドポイント作成時に使用した SSH キーとは異なります (Amazon EC2 が使用するキーは 2048
ビット SSH-2 RSA キーです)。Amazon EC2 のキーの詳細については、「Amazon EC2 のキーペア」
を参照してください。
誤って変更されないよう、プライベートキーファイルが書き込み禁止であるのを確認することをお勧
めします。macOS および Linux システムの場合、ターミナルを開いて chmod 400 private-keyfile path を入力することでこれを行います。Windows の場合、コンソールを開いて attrib -r
private-key-file path を入力します。

6.

ユーザー名を選択して、Zeppelin ノートブックにアクセスします。

7.

ノートブックの状態を保存する先の Amazon S3 パスを選択します。

8.

[Create] を選択します。

AWS CloudFormation スタックのステータスは、AWS CloudFormation コンソールの [Events] (イベント)
タブ (https://console.aws.amazon.com/cloudformation) に表示できます。AWS CloudFormation によって作
成された Amazon EC2 インスタンスは、Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/)
に表示できます。キー名 aws-glue-dev-endpoint と開発エンドポイントの名前の値でタグ付けされたイン
スタンスを検索します。
ノートブックサーバーの作成後、ステータスは Amazon EC2 コンソールで CREATE_COMPLETE に変わ
ります。サーバーに関する詳細情報は、開発エンドポイントの詳細ページにも表示されます。作成が完了
すると、新しいサーバーのノートブックに接続できます。
Zeppelin ノートブックサーバーの設定を完了するには、Amazon EC2 インスタンスでスクリプトを実行
する必要があります。このチュートリアルでは、Amazon EC2 インスタンスで Zeppelin サーバーを作成
するときに SSL 証明書をアップロードします。ただし、SSH ローカルポート転送によって接続する方法
もあります。追加の設定手順については、「開発エンドポイントに関連付けられているノートブックサー
バーを作成する (p. 259)」を参照してください。作成が完了すると、HTTPS を使用して新しいサーバー
のノートブックに接続できます。

Note
作成した開発エンドポイントに関連付けられているすべてのノートブックサーバーを管理しま
す。したがって、開発エンドポイントを削除した場合、ノートブックサーバーを削除するには
AWS CloudFormation コンソールで AWS CloudFormation スタックを削除する必要があります。

Amazon EC2 でのノートブックサーバーへの接続
1.

AWS Glue コンソールで [Dev endpoints (開発エンドポイント)] を選択して、開発エンドポイントのリ
ストに移動します。ノートブックサーバーを作成した開発エンドポイントの名前を選択します。名前
を選択すると、詳細ページが開きます。

2.

[Endpoint details (エンドポイントの詳細)] ページで、ノートブックサーバーの [HTTPS URL] という
URL をコピーします。
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3.

ウェブブラウザを開き、そのノートブックサーバー URL を貼り付けます。これにより、ポート 443
で HTTPS を使用してサーバーにアクセスできます。ブラウザがサーバーの証明書を認識しない場合
があります。この場合、保護を上書きして続行する必要があります。

4.

ノートブックサーバーの作成時に指定したユーザー名とパスワードを使用して Zeppelin にログインし
ます。

ノートブックの段落におけるシンプルスクリプトフラグメントの実行
1.

[Create new note] (新しいメモの作成) を選択して、それに「Legislators」という名前を付けま
す。spark が Default Interpreter (デフォルトインタープリタ) であることを確認します。

2.

ステートメント spark.version を入力して実行することで、ノートブックが正しくセットアップ
されていることを検証できます。これは、ノートブックサーバーで実行されている Apache Spark の
バージョンを返します。

3.

次のスクリプトをノートブックの次の段落に入力して実行します。このスクリプトは、クローラーが
作成した persons_json テーブルからメタデータを読み取り、基になるデータから DynamicFrame を
作成し、レコード数とデータのスキーマを表示します。
%pyspark
import sys
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.transforms import *
from awsglue.utils import getResolvedOptions
# Create a Glue context
glueContext = GlueContext(SparkContext.getOrCreate())
# Create a DynamicFrame using the 'persons_json' table
persons_DyF = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(database="legislators",
table_name="persons_json")
# Print out information about this data
print "Count: ", persons_DyF.count()
persons_DyF.printSchema()

スクリプトの出力は以下のようになります。

Count: 1961
root
|-- family_name: string
|-- name: string
|-- links: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- note: string
|
|
|-- url: string
|-- gender: string
|-- image: string
|-- identifiers: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- scheme: string
|
|
|-- identifier: string
|-- other_names: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- note: string
|
|
|-- name: string
|
|
|-- lang: string
|-- sort_name: string
|-- images: array
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|
|
|-|-|-|-|
|
|
|--

|-- element: struct
|
|-- url: string
given_name: string
birth_date: string
id: string
contact_details: array
|-- element: struct
|
|-- type: string
|
|-- value: string
death_date: string

チュートリアル: JupyterLab で Jupyter Notebook をセットアップ
して ETL スクリプトをテストおよびデバッグする
このチュートリアルでは、ローカルマシンで実行されている JupyterLab の Jupyter Notebook を開発エン
ドポイントに接続します。これは、デプロイする前に、AWS Glue 抽出、変換、ロード (ETL) スクリプト
を対話的に実行、デバッグ、およびテストできるようにするためです。このチュートリアルでは、Secure
Shell (SSH) ポートフォワーディングを使用して、ローカルマシンを AWS Glue 開発エンドポイントに接
続します。詳細については、Wikipedia の「Port forwarding」を参照してください。
このチュートリアルでは、「チュートリアルの前提条件 (p. 233)」にまとめられている手順が実行済みで
あることを前提としています。

ステップ1: JupyterLab と Sparkmagic をインストールする
JupyterLab は conda または pip を使用してインストールできます。conda は、Windows、macOS、お
よび Linux で稼働するオープンソースのパッケージ管理システムおよび環境管理システムです。pip は
Python のパッケージインストーラです。
macOS にインストールする場合は、Sparkmagic をインストールする前に Xcode をインストールしておく
必要があります。
1.

JupyterLab、Sparkmagic、および関連する拡張機能をインストールします。
$
$
$
$

2.

conda install -c conda-forge jupyterlab
pip install sparkmagic
jupyter nbextension enable --py --sys-prefix widgetsnbextension
jupyter labextension install @jupyter-widgets/jupyterlab-manager

Location から sparkmagic ディレクトリをチェックします。
$ pip show sparkmagic | grep Location
Location: /Users/username/.pyenv/versions/anaconda3-5.3.1/lib/python3.7/site-packages

3.

ディレクトリを、Location に対して返されたディレクトリに変更し、Scala と PySpark 用のカーネ
ルをインストールします。
$ cd /Users/username/.pyenv/versions/anaconda3-5.3.1/lib/python3.7/site-packages
$ jupyter-kernelspec install sparkmagic/kernels/sparkkernel
$ jupyter-kernelspec install sparkmagic/kernels/pysparkkernel

4.

サンプルの config ファイルをダウンロードします。
$ curl -o ~/.sparkmagic/config.json https://raw.githubusercontent.com/jupyterincubator/sparkmagic/master/sparkmagic/example_config.json
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この設定ファイルでは、driverMemory や executorCores などの Spark 関連のパラメータを設定
できます。

ステップ 2: JupyterLab を起動する
JupyterLab を起動すると、デフォルトのウェブブラウザが自動的に開き、http://localhost:8888/
lab/workspaces/{workspace_name} という URL が表示されます。
$ jupyter lab

ステップ 3: 開発エンドポイントに接続するための SSH ポート転送を開始する
次に、SSH ローカルポート転送を使用して、ローカルポート (ここでは 8998) を AWS Glue で定義された
リモート送信先 (169.254.76.1:8998) に転送します。
1.

SSH へのアクセスができる別のターミナルウィンドウを開きます。Microsoft Windows の場合、Git
for Windows に用意されている BASH シェルを使用するか、Cygwin をインストールすることができま
す。

2.

次のように変更した、以下の SSH コマンドを実行します。
• private-key-file-path を、開発エンドポイントを作成するのに使用したパブリックキーに対
応するプライベートキーを含む .pem ファイルへのパスに置き換えます。
• 8998 とは異なるポートを転送している場合は、8998 をローカルで実際に使用しているポート番号
に置き換えます。この 169.254.76.1:8998 というアドレスはリモートポートです。変更するこ
とはできません。
• dev-endpoint-public-dns を開発エンドポイントのパブリック DNS アドレスで置き換えま
す。このアドレスを確認するには、AWS Glue コンソールで開発エンドポイントに移動して名前を
選択し、[Endpoint details] (エンドポイントの詳細) ページに一覧表示されている [Public address]
(パブリックアドレス) をコピーします。

ssh -i private-key-file-path -NTL 8998:169.254.76.1:8998 glue@dev-endpoint-public-dns

以下のような警告メッセージが表示されます。
The authenticity of host 'ec2-xx-xxx-xxx-xx.us-west-2.compute.amazonaws.com
(xx.xxx.xxx.xx)'
can't be established. ECDSA key fingerprint is SHA256:4e97875Brt+1wKzRko
+JflSnp21X7aTP3BcFnHYLEts.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?

yes と入力し、JupyterLab を使用中はターミナルウィンドウを開いたままにしておきます。
3.

SSH ポート転送が開発エンドポイントで正しく機能していることを確認します。
$ curl localhost:8998/sessions
{"from":0,"total":0,"sessions":[]}

ステップ 4: ノートブックの段落でシンプルスクリプトフラグメントを実行する
JupyterLab のノートブックは、開発エンドポイントで動作するようになっています。次のスクリプトフラ
グメントをノートブックに入力して実行します。
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1.

Spark が正常に実行されていることを確認します。次のコマンドによって、Sparkが 1 を計算して値
を出力します。
spark.sql("select 1").show()

2.

AWS Glue Data Catalog 統合が機能しているかどうか確認します。次のコマンドで、Data Catalog 内
のテーブルが一覧表示されます。
spark.sql("show tables").show()

3.

AWS Glue ライブラリを使用するシンプルスクリプトフラグメントが機能していることを確認しま
す。
次のスクリプトでは、AWS Glue Data Catalog の persons_json テーブルメタデータを使用して、
サンプルデータから DynamicFrame を作成します。次に、このデータの項目数およびスキーマが出
力されます。

import sys
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
# Create a Glue context
glueContext = GlueContext(SparkContext.getOrCreate())
# Create a DynamicFrame using the 'persons_json' table
persons_DyF = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(database="legislators",
table_name="persons_json")
# Print out information about *this* data
print("Count: ", persons_DyF.count())
persons_DyF.printSchema()

スクリプトの出力は次のとおりです。
Count: 1961
root
|-- family_name: string
|-- name: string
|-- links: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- note: string
|
|
|-- url: string
|-- gender: string
|-- image: string
|-- identifiers: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- scheme: string
|
|
|-- identifier: string
|-- other_names: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- note: string
|
|
|-- name: string
|
|
|-- lang: string
|-- sort_name: string
|-- images: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- url: string
|-- given_name: string
|-- birth_date: string
|-- id: string
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|-- contact_details: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- type: string
|
|
|-- value: string
|-- death_date: string

トラブルシューティング
• JupyterLab のインストール中に、コンピュータが企業のプロキシまたはファイアウォールの内側にある
場合、企業の IT 部門によって管理されるカスタムセキュリティプロファイルにより HTTP および SSL
エラーが発生することがあります。
conda が独自のリポジトリに接続できないときに、よく発生するエラーの例を次に示します。
CondaHTTPError: HTTP 000 CONNECTION FAILED for url <https://repo.anaconda.com/pkgs/main/
win-64/current_repodata.json>

これは、会社が Python および JavaScript コミュニティで広く使用されているリポジトリへの接続をブ
ロックすることがあるために発生した可能性があります。詳細については、JupyterLab ウェブサイトの
「Installation Problems」を参照してください。
• 開発エンドポイントに接続しようとしたときに「connection refused (接続拒否)」エラーが発生した場
合、古い開発エンドポイントを使用している可能性があります。新しい開発エンドポイントを作成して
再接続してみます。

チュートリアル: 開発エンドポイントで Amazon SageMaker ノー
トブックを使用する
AWS Glue では、開発エンドポイントを作成し、ETL および機械学習スクリプトの開発に役立つ
SageMaker ノートブックを作成できます。SageMaker ノートブックは、Jupyter Notebook アプリケー
ションを実行しているフルマネージド型機械学習コンピューティングインスタンスです。
このチュートリアルでは、「チュートリアルの前提条件 (p. 233)」にまとめられているステップが実行済
みであることを前提としています。
1.

AWS Glue コンソールで [Dev endpoints (開発エンドポイント)] を選択して、開発エンドポイントのリ
ストに移動します。

2.

使用する開発エンドポイントの名前の横にあるチェックボックスをオンにし、[アクション] メニュー
で [Create SageMaker notebook (SageMaker ノートブックの作成)] を選択します。

3.

[Create and configure a notebook (ノートブックの作成と設定)] ページに次のように入力します。
a.

ノートブック名を入力します。

b.

[Attach to development endpoint (開発エンドポイントにアタッチ] で、開発エンドポイントを確認
します。

c.

AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを作成または選択します。
ロールを作成することをお勧めします。既存のロールを使用する場合は、必要な権限があること
を確認します。(詳細については、the section called “ステップ 6: SageMaker ノートブック用に
IAM ポリシーを作成する ” (p. 30) を参照してください)。

4.

d.

(オプション) VPC、サブネット、および 1 つ以上のセキュリティグループを選択します。

e.

(オプション) AWS Key Management Service 暗号化キーを選択します。

f.

(オプション) ノートブックインスタンスのタグを追加します。

[Create notebook (ノートブックの作成)] を選択します。[ノートブック] ページで、右上にある更新ア
イコンを選択し、[ステータス] に Ready と表示されるまで続行します。
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5.

新しいノートブック名の横にあるチェックボックスをオンにし、[ノートブックを開く] を選択しま
す。

6.

新しいノートブックを作成する: jupyter ページで [新規] を選択し、[Sparkmagic (PySpark)] を選択し
ます。
これで、画面は以下のようになります。

7.

(オプション) ページの上部にある [Untitled (無題)] を選択し、ノートブックに名前を付けます。

8.

Spark アプリケーションを起動するには、次のコマンドをノートブックに入力し、ツールバーで [実
行] を選択します。
spark

しばらくすると、次のようなレスポンスが表示されます。

9.

動的フレームを作成し、それに対してクエリを実行します。persons_json テーブルのカウントとス
キーマを出力する次のコードをコピー、貼り付け、実行します。
import sys
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.transforms import *
glueContext = GlueContext(SparkContext.getOrCreate())
persons_DyF = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(database="legislators",
table_name="persons_json")
print ("Count: ", persons_DyF.count())
persons_DyF.printSchema()
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チュートリアル: 開発エンドポイントで REPL シェルを使用する
AWS Glue では、開発エンドポイントを作成してから、REPL (Read-Evaluate-Print Loop) シェルを呼び出
して PySpark コードを増分的に実行し、ETL スクリプトをデプロイする前にインタラクティブにデバッグ
できるようにします。
このチュートリアルでは、「チュートリアルの前提条件 (p. 233)」にまとめられているステップが実行済
みであることを前提としています。
1.

AWS Glue コンソールで [Dev endpoints (開発エンドポイント)] を選択して、開発エンドポイントのリ
ストに移動します。開発エンドポイントの名前を選択して詳細ページを開きます。

2.

[SSH to Python REPL] (Python REPL への SSH) というラベルが付いた SSH コマンドをコピーし、テ
キストエディタに貼り付けます。このフィールドは、開発エンドポイントにパブリック SSH キーが含
まれている場合のみ表示されます。<private-key.pem> テキストを、開発エンドポイントの作成に
使用したパブリックキーに対応するプライベートキーの .pem ファイルへのパスに置き換えます。パ
スには区切り記号としてバックスラッシュではなく、スラッシュを使用します。

3.

ローカルコンピュータで、SSH コマンドを実行できるターミナルウィンドウを開き、編集した SSH
コマンドを貼り付けます。 コマンドを実行します。
開発エンドポイントでデフォルトの AWS Glue バージョン 1.0 (Python 3 を使用) を受け入れた場合、
出力は次のようになります。
Python 3.6.8 (default, Aug 2 2019, 17:42:44)
[GCC 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-28)] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
SLF4J: Class path contains multiple SLF4J bindings.
SLF4J: Found binding in [jar:file:/usr/share/aws/glue/etl/jars/glue-assembly.jar!/org/
slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class]
SLF4J: Found binding in [jar:file:/usr/lib/spark/jars/slf4j-log4j12-1.7.16.jar!/org/
slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class]
SLF4J: See http://www.slf4j.org/codes.html#multiple_bindings for an explanation.
SLF4J: Actual binding is of type [org.slf4j.impl.Log4jLoggerFactory]
Setting default log level to "WARN".
To adjust logging level use sc.setLogLevel(newLevel). For SparkR, use
setLogLevel(newLevel).
2019-09-23 22:12:23,071 WARN [Thread-5] yarn.Client (Logging.scala:logWarning(66))
- Neither spark.yarn.jars nor spark.yarn.archive is set, falling back to uploading
libraries under SPARK_HOME.
2019-09-23 22:12:26,562 WARN [Thread-5] yarn.Client (Logging.scala:logWarning(66)) Same name resource file:/usr/lib/spark/python/lib/pyspark.zip added multiple times to
distributed cache
2019-09-23 22:12:26,580 WARN [Thread-5] yarn.Client (Logging.scala:logWarning(66))
- Same path resource file:///usr/share/aws/glue/etl/python/PyGlue.zip added multiple
times to distributed cache.
2019-09-23 22:12:26,581 WARN [Thread-5] yarn.Client (Logging.scala:logWarning(66)) Same path resource file:///usr/lib/spark/python/lib/py4j-src.zip added multiple times
to distributed cache.
2019-09-23 22:12:26,581 WARN [Thread-5] yarn.Client (Logging.scala:logWarning(66)) Same path resource file:///usr/share/aws/glue/libs/pyspark.zip added multiple times to
distributed cache.
Welcome to
____
__
/ __/__ ___ _____/ /__
_\ \/ _ \/ _ `/ __/ '_/
/__ / .__/\_,_/_/ /_/\_\
version 2.4.3
/_/
Using Python version 3.6.8 (default, Aug
SparkSession available as 'spark'.
>>>
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4.

ステートメント print(spark.version) を入力して REPL シェルが正常に動作しているかテスト
します。Spark のバージョンが表示されれば、REPL を使用する準備ができたことになります。

5.

シェルで次のシンプルなスクリプトを行単位で実行することができます。
import sys
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.transforms import *
glueContext = GlueContext(SparkContext.getOrCreate())
persons_DyF = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(database="legislators",
table_name="persons_json")
print ("Count: ", persons_DyF.count())
persons_DyF.printSchema()

チュートリアル: 開発エンドポイントで PyCharm Professional を
セットアップする
このチュートリアルでは、ローカルマシンで実行中の PyCharm Professional Python IDE を開発エンドポ
イントに接続し、AWS Glue ETL (抽出、転送、およびロード) スクリプトをデプロイ前にインタラクティ
ブに実行、デバッグ、およびテストします。チュートリアルの手順とスクリーンショットは、PyCharm
Professional バージョン 2019.3 に基づいています。
開発エンドポイントをインタラクティブに接続するには、PyCharm Professional がインストールされてい
る必要があります。無料版を使用してこれを行うことはできません。
このチュートリアルでは、「チュートリアルの前提条件 (p. 233)」にまとめられているステップが実行済
みであることを前提としています。

Note
このチュートリアルでは、Amazon S3 をデータソースとして使用します。代わりに JDBC デー
タソースを使用する場合は、Virtual Private Cloud (VPC) で開発エンドポイントを実行する必要
があります。SSH を使用して VPC の開発エンドポイントに接続するには、SSH トンネルを作成
する必要があります。このチュートリアルには、SSH トンネルを作成する手順は含まれていませ
ん。SSH を使用して VPC の開発エンドポイントに接続する方法については、AWS セキュリティ
ブログの「Securely Connect to Linux Instances Running in a Private Amazon VPC」を参照して
ください。
トピック
• PyCharm Professional を開発エンドポイントに接続する (p. 248)
• 開発エンドポイントにスクリプトをデプロイする (p. 251)
• リモートインタープリタの設定 (p. 252)
• 開発エンドポイントでスクリプトを実行する (p. 253)

PyCharm Professional を開発エンドポイントに接続する
1.

PyCharm に legislators という名前の新しい純粋な Python プロジェクトを作成します。

2.

プロジェクトに get_person_schema.py という名前のファイルを、次の内容で作成します。
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
def main():
# Create a Glue context
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glueContext = GlueContext(SparkContext.getOrCreate())
# Create a DynamicFrame using the 'persons_json' table
persons_DyF = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(database="legislators",
table_name="persons_json")
# Print out information about this data
print("Count: ", persons_DyF.count())
persons_DyF.printSchema()
if __name__ == "__main__":
main()

3.

次のいずれかを実行します。
• AWS Glue バージョン 0.9 の場合、AWS Glue Python ライブラリファイル PyGlue.zip を
https://s3.amazonaws.com/aws-glue-jes-prod-us-east-1-assets/etl/python/
PyGlue.zip から、ローカルマシンの便利な場所にダウンロードします。
• AWS Glue バージョン 1.0 以降の場合、AWS Glue Python ライブラリファイル PyGlue.zip
を https://s3.amazonaws.com/aws-glue-jes-prod-us-east-1-assets/etl-1.0/
python/PyGlue.zip から、ローカルマシンの便利な場所にダウンロードします。

4.

PyCharm のプロジェクトのコンテンツルートとして PyGlue.zip を追加します。
• PyCharm で、[File] (ファイル)、[Settings] (設定) の順に選択し、[Settings] (設定) ダイアログボック
スを開きます。(Ctrl+Alt+S キーを押す方法もあります。)
• legislators プロジェクトを展開し、[Project Structure] (プロジェクト構造) を選択します。次
に、右ペインで [+Add Content Root] (+ コンテンツルートの追加) を選択します。
• PyGlue.zip を保存した場所に移動して選択し、[Apply] (適用) を選択します。
[Settings] (設定) 画面は以下のようになります。

[Apply] (適用) を選択した後は、[Settings] (設定) ダイアログボックスを開いたままにします。
5.

デプロイオプションを設定し、SFTP を使用してローカルスクリプトを開発エンドポイントにアップ
ロードします (この機能は、PyCharm Professional でのみ使用できます)。
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• [Settings] (設定) ダイアログボックスで、[Build, Execution, Deployment] (ビルド、実行、デプロイ)
セクションを展開します。[Deployment] (デプロイ) サブセクションを選択します。
• 中央のペインの一番上にある [+] アイコンを選択し、新しいサーバーを追加します。[タイプ] を
SFTP に設定し、名前を付けます。
• 詳細ページにリストされているように、[SFTP ホスト] を開発エンドポイントの [パブリックアドレ
ス] に設定します (詳細ページを表示するには、AWS Glue コンソールで開発エンドポイントの名前
を選択します)。VPC で実行されている開発エンドポイントの場合、[SFTP ホスト] をホストアドレ
スに設定し、SSH トンネルのローカルポートを開発エンドポイントに設定します。
• [User name] (ユーザー名) を glue に設定します。
• [Auth type] (認証タイプ) を [Key pair (OpenSSH or Putty)] (キーペア、OpenSSH または Putty) に
設定します。開発エンドポイントのプライベートキーファイルがある場所を参照し、プライベート
キーファイルを設定します。PyCharm は DSA、RSA、ECDSA の OpenSSH キータイプのみをサ
ポートし、Putty のプライベート形式のキーは受け入れないことに注意してください。ssh-keygen
の最新バージョンを使用して、PyCharm が受け入れるキーペアタイプを以下のような構文で生成で
きます。
ssh-keygen -t rsa -f <key_file_name> -C "<your_email_address>"

• [Test connection (接続のテスト)] を選択し、接続をテストします。接続が成功したら、[Apply] (適
用) を選択します。
[Settings] (設定) 画面は以下のようになります。

再び、[Apply] (適用) を選択した後は、[Settings] (設定) ダイアログボックスを開いたままにします。
6.

ローカルディレクトリをデプロイ用のリモートディレクトリにマッピングします。
• 右のペインの [Deployment] (デプロイ) ページで、[Mappings] (マッピング) と書かれた中央上部のタ
ブを選択します。
• [Deployment Path] (デプロイパス) 列で、プロジェクトパスのデプロイ用に /home/glue/
scripts/ の下にパスを入力します。例: /home/glue/scripts/legislators。
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• [Apply] を選択します。
[Settings] (設定) 画面は以下のようになります。

[OK] を選択し、[設定] ダイアログボックスを閉じます。

開発エンドポイントにスクリプトをデプロイする
1.

[Tools (ツール)]、[Deployment (デプロイ)] の順に選択した後、次の図に示すように、開発エンドポイ
ントをセットアップする名前を選択します。

スクリプトがデプロイされた後、画面の下部は、次のようになります。
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2.

メニューバーで、[Tools (ツール)]、[Deployment (デプロイ)]、[Automatic Upload (always) (自動アッ
プロード (常時))] の順に選択します。[Automatic Upload (always) (自動アップロード (常時))] の横に
チェックマークが表示されていることを確認します。
このオプションを有効にすると、PyCharm は変更されたファイルを開発エンドポイントに自動的に
アップロードします。

リモートインタープリタの設定
開発エンドポイントで Python インタプリタを使用するように PyCharm を設定します。
1.

[ファイル] メニューの [設定] を選択します。

2.

プロジェクトの [legislators (立法者)] を展開し、[Project Interpreter (プロジェクトインタープリタ)] を
選択します。
[Project Interpreter (プロジェクトインタープリタ)] リストの横にある歯車アイコンを選択し、[追加] を
選択します。
[Add Python Interpreter (Python インタープリタを追加)] ダイアログボックスの左ペインで、[SSH
Interpreter (SSH インタープリタ)] を選択します。
[Existing server configuration (既存のサーバー設定)] を選択し、[Deployment configuration (展開設定)]
リストで設定を選択します。

3.
4.
5.

これで、画面は以下の図のようになります。

6.

[Move this server to IDE settings (このサーバーを IDE 設定に移動する)] を選択し、[次へ] を選択しま
す。

7.

[Interpreter (インタプリタ)] フィールドで、Python 2 を使用している場合は、パスを /usr/bin/
gluepython に変更し、Python 3 を使用している場合は /usr/bin/gluepython3 に変更します。
次に、[Finish] (終了) を選択します。
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開発エンドポイントでスクリプトを実行する
スクリプティングを実行するには:
•

左ペインでファイル名を右クリックし、[<filename> を実行] を選択します。
一連のメッセージの後、最終的な出力にはカウントとスキーマが表示されます。
Count:
1961
root
|-- family_name: string
|-- name: string
|-- links: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- note: string
|
|
|-- url: string
|-- gender: string
|-- image: string
|-- identifiers: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- scheme: string
|
|
|-- identifier: string
|-- other_names: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- lang: string
|
|
|-- note: string
|
|
|-- name: string
|-- sort_name: string
|-- images: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- url: string
|-- given_name: string
|-- birth_date: string
|-- id: string
|-- contact_details: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- type: string
|
|
|-- value: string
|-- death_date: string
Process finished with exit code 0

これで開発エンドポイントでスクリプトをリモートでデバッグするためのセットアップができました。

高度な設定: 複数のユーザー間で開発エンドポイントを共有する
このセクションでは、一般的なユースケースで SageMaker ノートブックを使用して開発エンドポイント
を活用し、複数のユーザー間で開発エンドポイントを共有する方法について説明します。

シングルテナンシーの設定
シングルテナントのユースケースでは、デベロッパーの作業をシンプルにし、リソースの競合を避けるた
めに、各デベロッパーが、作業しているプロジェクトに適したサイズの独自の開発エンドポイントを使用
することをお勧めします。これにより、ワーカータイプと DPU 数に関する決定がシンプルになり、デベ
ロッパーおよび作業しているプロジェクトの裁量に任せられます。
複数のノートブックファイルを同時に実行しない限り、リソースの割り当てを検討する必要はありませ
ん。同時に複数のノートブックファイルでコードを実行すると、複数の Livy セッションが同時に起動しま
す。複数の Livy セッションを同時に実行するために、Spark クラスター設定を分離するには、マルチテナ
ントのユースケースで導入された手順に従います。
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マルチテナンシーの設定
Note
開発エンドポイントは、シングルテナント環境として AWS Glue ETL 環境をエミュレートする
ためのものであることに留意してください。マルチテナントの使用は可能ですが、これは高度な
ユースケースであり、ほとんどのユーザーには、開発エンドポイントごとにシングルテナンシー
のパターンを維持することをお勧めします。
マルチテナントのユースケースでは、リソース割り当てを検討する必要があることがあります。重要な要
因は、同時に Jupyter Notebook を使用するユーザーの数です。チームが「フォローザサン」ワークフロー
で作業し、各タイムゾーンに Jupyter ユーザーが 1 人しかいない場合、同時ユーザーの数は 1 人であるた
め、リソースの割り当てについて心配する必要はありません。ただし、ノートブックが複数のユーザー間
で共有され、各ユーザーがアドホックベースでコードを送信する場合は、以下の点を考慮する必要があり
ます。
Spark クラスターリソースを複数のユーザーに分離するには、SparkMagic の設定を使用します。Spark
Magic の設定には、2 つの異なる方法があります。

(A) %%configure -f ディレクティブを使用する
ノートブックから Livy セッションごとの設定を変更したい場合は、%%configure -f ディレクティブを
ノートブックの段落で実行します。
例えば、5 つのエグゼキュターで Spark アプリケーションを実行する場合は、ノートブックの段落で次の
コマンドを実行します。
%%configure -f
{"numExecutors":5}

そうすると、Spark UI 上でジョブに対して実行されているエグゼキュターが 5 つだけ表示されます。
動的リソース割り当てでは、エグゼキュターの最大数を制限することをお勧めします。
%%configure -f
{"conf":{"spark.dynamicAllocation.maxExecutors":"5"}}

(B) SparkMagic Config ファイルを変更する
SparkMagic は、Livy API に基づいて動作します。SparkMagic
は、driverMemory、driverCores、executorMemory、executorCores、numExecutors、conf
などの設定で Livy セッションを作成します。これらは、Spark クラスター全体で消費されるリソースの
量を決定する重要な要素です。SparkMagic を使用すると、Livy に送信されるパラメータを指定するため
の設定ファイルを指定することができます。この GitHub リポジトリ にサンプルの設定ファイルがありま
す。
ノートブックからすべての Livy セッションの設定を変更したい場合は、/home/ec2user/.sparkmagic/config.json を変更して session_config を追加します。
SageMaker ノートブックインスタンスの設定ファイルを変更するには、以下の手順に従います。
1.

SageMaker ノートブックを開きます。

2.

ターミナルカーネルを開きます。

3.

以下のコマンドを実行します。
sh-4.2$ cd .sparkmagic
sh-4.2$ ls
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config.json logs
sh-4.2$ sudo vim config.json

例えば、これらの行を /home/ec2-user/.sparkmagic/config.json に追加し、ノートブックか
ら Jupyter カーネルを再起動します。
"session_configs": {
"conf": {
"spark.dynamicAllocation.maxExecutors":"5"
}
},

ガイドラインとベストプラクティス
このようなリソースの競合を避けるために、次のような基本的なアプローチを使用できます。
• NumberOfWorkers (水平方向のスケーリング) を増やし、 workerType (垂直スケーリング) をアップ
グレードして、Spark クラスターを大きくする
• ユーザーあたりの割り当てリソースを削減 (Livy セッションあたりのリソースの削減)
アプローチはユースケースによって異なります。開発エンドポイントが大きく、大量のデータがない場
合、Spark は動的割り当て戦略に基づいてリソースを割り当てることができるため、リソースの競合の可
能性が大幅に低下します。
上記のように、Spark エグゼキュターの数は、DPU (または NumberOfWorkers) とワーカータイプの組
み合わせに基づいて自動的に計算できます。各 Spark アプリケーションは、1つのドライバーと複数のエ
グゼキュターを起動します。計算するには、NumberOfWorkers = NumberOfExecutors + 1 が必要で
す。以下のマトリックスは、同時ユーザー数に基づいて、開発エンドポイントに必要な容量を示していま
す。
同時に実行するノー
トブックユーザーの
数

ユーザーごとに割り当てる Spark 開発エンドポイントの NumberOfWorkers 合
エグゼキュターの数
計

3

5

18

10

5

60

50

5

300

ユーザーごとに割り当てるリソースを少なくしたい場合、spark.dynamicAllocation.maxExecutors
(または numExecutors) は、Livy セッションパラメータとして設定する最も簡単なパラメータです。/
home/ec2-user/.sparkmagic/config.json で以下のように設定した場合、SparkMagic は Livy セッ
ションごとに最大 5 つのエグゼキュターを割り当てます。これは、Livy セッションごとにリソースを分離
するのに役立ちます。
"session_configs": {
"conf": {
"spark.dynamicAllocation.maxExecutors":"5"
}
},

18 人のワーカー (G.1X) がいる開発エンドポイントがあり、同時に 3 人のノートブックユーザーがいると
します。セッション設定に spark.dynamicAllocation.maxExecutors=5 が含まれていると、各ユー
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ザーは 1 つのドライバーと 5 つのエグゼキュターを使用できます。複数のノートブックの段落を同時に実
行しても、リソースの競合は発生しません。

トレードオフ
この "spark.dynamicAllocation.maxExecutors":"5" というセッション設定で、リソースの競合
エラーを回避することができ、同時ユーザーアクセスがあるときにリソース割り当てを待つ必要はありま
せん。ただし、多くの空きリソースがある場合 (例えば、他の同時ユーザーがいない場合) でも、Spark は
Livy セッションに 5 つまでしかエグゼキュターを割り当てることができません。

その他の注意事項
ノートブックの使用を停止するときは、Jupyter カーネルを停止することをお勧めします。これにより、リ
ソースが解放され、他のノートブックユーザーはカーネルの有効期限 (自動シャットダウン) を待たずにす
ぐにこれらのリソースを使用できます。

一般的な問題
ガイドラインに従っている場合でも、特定の問題が発生する可能性があります。

セッションが見つからない
Livy セッションがすでに終了しているにもかかわらず、ノートブック段落を実行しようとすると、以下の
メッセージが表示されます。Livy セッションをアクティブにするには、Jupyter カーネルを再起動する必
要があります。Jupyter メニューで [Kernel] (カーネル) > [Restart] (再起動) を選択し、ノートブックの段落
をもう一度実行します。
An error was encountered:
Invalid status code '404' from http://localhost:8998/sessions/13 with error payload:
"Session '13' not found."

YARN リソースが不足
Spark クラスターに新しい Livy セッションを開始するのに十分なリソースがないにもかかわらず、ノート
ブックの段落を実行しようとすると、以下のメッセージが表示されます。多くの場合、ガイドラインに従
うことでこの問題を回避できますが、この問題に直面する可能性があります。この問題を回避するには、
不要なアクティブな Livy セッションがあるかどうかを確認します。不要な Livy セッションがある場合、
クラスターリソースを解放するためにセッションを終了する必要があります。詳細については、次のセク
ションを参照ください。
Warning: The Spark session does not have enough YARN resources to start.
The code failed because of a fatal error:
Session 16 did not start up in 60 seconds..
Some things to try:
a) Make sure Spark has enough available resources for Jupyter to create a Spark context.
b) Contact your Jupyter administrator to make sure the Spark magics library is configured
correctly.
c) Restart the kernel.

モニタリングとデバッグ
このセクションでは、リソースとセッションをモニタリングするための手法について説明します。

クラスターリソース割り当てのモニタリングとデバッグ
Spark UI を見て、Livy セッションごとに割り当てられているリソースの数と、ジョブで有効な Spark 設
定をモニタリングできます。Spark UI をアクティブ化するには、「Enabling the Apache Spark Web UI for
Development Endpoints」を参照してください。
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(オプション) Spark UI のリアルタイムビューが必要な場合は、Spark クラスターで実行されている Spark
履歴サーバーに対して SSH トンネルを設定できます。
ssh -i <private-key.pem> -N -L 8157:<development endpoint public address>:18080
glue@<development endpoint public address>

ブラウザで http://localhost:8157 を開き、Spark UI を表示できます。

不要な Livy セッションの解放
ノートブックまたは Spark クラスターから不要な Livy セッションをすべてシャットダウンするには、以下
の手順を確認してください。
(a). ノートブックから Livy セッションを終了する
Jupyter Notebook でカーネルをシャットダウンして、不要な Livy セッションを終了できます。
(b). Spark クラスターから Livy セッションを終了する
不要な Livy セッションがまだ実行されている場合は、Spark クラスターで Livy セッションをシャットダウ
ンできます。
この手順を実行するための前提条件として、開発エンドポイントの SSH パブリックキーを設定する必要が
あります。
Spark クラスターにログインするには、次のコマンドを実行します。
$ ssh -i <private-key.pem> glue@<development endpoint public address>

次のコマンドを実行して、アクティブな Livy セッションを表示できます。
$ yarn application -list
20/09/25 06:22:21 INFO client.RMProxy: Connecting to ResourceManager at
ip-255-1-106-206.ec2.internal/172.38.106.206:8032
Total number of applications (application-types: [] and states: [SUBMITTED, ACCEPTED,
RUNNING]):2
Application-Id Application-Name Application-Type User Queue State Final-State Progress
Tracking-URL
application_1601003432160_0005 livy-session-4 SPARK livy default RUNNING UNDEFINED 10%
http://ip-255-1-4-130.ec2.internal:41867
application_1601003432160_0004 livy-session-3 SPARK livy default RUNNING UNDEFINED 10%
http://ip-255-1-179-185.ec2.internal:33727

その後、次のコマンドを使用して Livy セッションをシャットダウンできます。
$ yarn application -kill application_1601003432160_0005
20/09/25 06:23:38 INFO client.RMProxy: Connecting to ResourceManager at
ip-255-1-106-206.ec2.internal/255.1.106.206:8032
Killing application application_1601003432160_0005
20/09/25 06:23:39 INFO impl.YarnClientImpl: Killed application
application_1601003432160_0005

ノートブックの管理
ノートブックを使用すると、開発エンドポイントにおける ETL (抽出、変換、ロード) スクリプトのイン
タラクティブな開発とテストを行うことができます。AWS Glue には、SageMaker ノートブックおよび
Apache Zeppelin ノートブックサーバーに対するインターフェイスが用意されています。
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• SageMaker には、統合された Jupyter オーサリングノートブックインスタンスが用意されていま
す。AWS Glue を使用して、SageMaker ノートブックを作成および管理します。AWS Glue コンソール
から SageMaker ノートブックを開くこともできます。
また、SageMaker (AWS Glue ETL ジョブではない) をサポートする AWS Glue 開発エンドポイント上の
SageMaker で Apache Spark を使用できます。SageMaker Spark は、オープンソースの SageMaker 用
Apache Spark ライブラリです。詳細については、「Amazon SageMaker で Apache Spark を使う」を
参照してください。
• Apache Zeppelin ノートブックサーバーは、Amazon EC2 インスタンスで実行されます。AWS Glue コ
ンソールで、これらのインスタンスを作成できます。
AWS Glue コンソールを使用したノートブックの作成とアクセスの詳細については、「AWS Glue コン
ソールでノートブックを使用する (p. 265)」を参照してください。
開発エンドポイントの作成の詳細については、「開発エンドポイントのプロパティの表示 (p. 228)」を参
照してください。

Important
AWS Glue 開発エンドポイントでの SageMaker ノートブックの管理は、以下の AWS リージョ
ンで利用できます。
リージョン

コード

米国東部 (オハイオ)

us-east-2

米国東部(バージニア北部)

us-east-1

米国西部(北カリフォルニア)

us-west-1

米国西部 (オレゴン)

us-west-2

アジアパシフィック (東京)

ap-northeast-1

アジアパシフィック (ソウル)

ap-northeast-2

アジアパシフィック (ムンバイ)

ap-south-1

アジアパシフィック (シンガポール)

ap-southeast-1

アジアパシフィック (シドニー)

ap-southeast-2

カナダ (中部)

ca-central-1

欧州(フランクフルト)

eu-central-1

ヨーロッパ (アイルランド)

eu-west-1

欧州 (ロンドン)

eu-west-2

AWS GovCloud (米国西部)

us-gov-west-1

トピック
• 開発エンドポイントに関連付けられているノートブックサーバーを作成する (p. 259)
• AWS Glue コンソールでノートブックを使用する (p. 265)
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開発エンドポイントに関連付けられているノートブックサーバー
を作成する
ETL コードをテストする 1 つの方法は、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスで実
行されている Apache Zeppelin ノートブックを使用する方法です。AWS Glue を使用して Amazon EC2 イ
ンスタンスでノートブックサーバーを作成するときは、環境を安全に設定するためにいくつかのアクショ
ンを実行する必要があります。開発エンドポイントは、単一のクライアントからアクセスできるように構
築されています。設定を簡素化するために、まず Amazon EC2 のノートブックサーバーから使用される開
発エンドポイントを作成します。
以下のセクションでは、行うべきいくつかの選択と、ノートブックサーバーを安全に作成するために行う
アクションについて説明します。この手順では、以下のタスクを実行します。
• 開発エンドポイントを作成します。
• Amazon EC2 インスタンスでノートブックサーバーをスピンアップします。
• 開発エンドポイントにノートブックサーバーに安全に接続します。
• ウェブサーバーをノートブックサーバーに安全に接続します。

AWS Glue コンソールでの選択肢
AWS Glue コンソールを使用して開発エンドポイントを管理する方法の詳細については、「開発エンドポ
イントのプロパティの表示 (p. 228)」を参照してください。

開発エンドポイントとノートブックサーバーを作成するには
1.

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

2.

ナビゲーションペインで [開発エンドポイント] を選択し、[エンドポイントの追加] を選択します。

3.

ウィザードの手順に従って、Amazon EC2 で実行されている 1 つのノートブックサーバーと関連付け
る開発エンドポイントを作成します。
[Add SSH public key (optional) (SSH パブリックキーの追加 (オプション))] ステップで、パブリック
キーを空のままにします。後のステップで、パブリックキーを生成して開発エンドポイントにプッ
シュし、対応するプライベートキーを生成してノートブックサーバーが実行されている Amazon EC2
インスタンスにプッシュします。

4.

開発エンドポイントがプロビジョニングされたら、手順を続行して Amazon EC2 にノートブックサー
バーを作成します。開発エンドポイントリストページで、ここで作成した開発エンドポイントを選択
します。[Action]、[Create Zeppelin notebook server] の順に選択し、ノートブックサーバーに関する
情報を入力します。(詳しくは、the section called “開発エンドポイントのプロパティの表示” (p. 228)
を参照してください。)

5.

[Finish] (終了) を選択します。ノートブックサーバーが AWS CloudFormation スタックを使用して作
成されます。AWS Glue コンソールに、Amazon EC2 インスタンスにアクセスするために必要な情報
が表示されます。
ノートブックサーバーの準備ができたら、Amazon EC2 インスタンスでスクリプトを実行してセット
アップを完了する必要があります。

アクセスを設定するための Amazon EC2 インスタンスでのアクション
開発エンドポイントとノートブックサーバーを作成したら、次のアクションを実行し、ノートブックサー
バー用の Amazon EC2 インスタンスをセットアップします。
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ノートブックサーバーへのアクセスを設定するには
1.

ローカルデスクトップで Windows が実行されている場合は、Amazon EC2 インスタンスを操作する
ために SSH および SCP コマンドを実行する方法が必要です。接続する手順については、Amazon
EC2 ドキュメントを参照してください。詳細については、「PuTTY を使用した Windows から Linux
インスタンスへの接続」を参照してください。

2.

HTTPS URL を使用して Zeppelin ノートブックに接続できます。このためには、Amazon EC2 インス
タンスに Secure Sockets Layer (SSL) 証明書が必要です。ノートブックサーバーは、その信頼性を検
証し、パスワードなどの機密データを暗号化されたトラフィックとして送信できるように、ウェブブ
ラウザに証明書を提供する必要があります。
認証機関 (CA) が発行した SSL 証明書がある場合、Amazon EC2 インスタンスにある SSL 証明書
キーストアを、ec2-user が書き込みアクセス権を持っている /home/ec2-user/ などのパスにコ
ピーします。[Copy certificate] (証明書のコピー) を行う scp コマンドについては、AWS Glue コン
ソールのノートブックサーバーの詳細を参照してください。たとえば、ターミナルウィンドウを開い
て、次のコマンドを入力します。

scp -i ec2-private-key keystore.jks ec2-user@dns-address-of-ec2-instance:~/keystore.jks

Amazon EC2 インスタンスにコピーされる信頼ストア keystore.jks は、パスワード付きで作成し
ておく必要があります。
ec2-private-key は、Amazon EC2 インスタンスへのアクセスに必要なキーです。ノートブック
サーバーの作成時、Amazon EC2 キーペアを指定し、この EC2 プライベートキーをローカルマシン
に保存しました。ローカルマシン上のキーファイルをポイントするため、[Copy certificate (証明書の
コピー)] コマンドの編集が必要なことがあります。このキーファイル名は、ノートブックサーバーの
Amazon EC2 コンソールの詳細で調べることもできます。
dns-address-of-ec2-instance は、キーストアがコピーされる Amazon EC2 インスタンスのア
ドレスです。

Note
SSL 証明書を生成する方法は複数あります。セキュリティベストプラクティスとして、認証
機関 (CA) により生成された証明書を使用してください。証明書を取得するため、組織の管
理者にサポートを求める必要が生じることがあります。ノートブックサーバーのキーストア
を作成するときは、組織のポリシーに従います。詳細については、Wikipedia の「Certificate
authority」を参照してください。
もう 1 つの方法として、ノートブックサーバー Amazon EC2 インスタンスでスクリプトを使用して
自己署名証明書を生成することもできます。ただし、この方法では、ノートブックサーバーに接続
する各ローカルマシンが、ノートブックサーバーに接続する前に生成された証明書を信頼するように
設定されている必要があります。また、生成された証明書が期限切れになったら、新しい証明書を生
成し、その証明書がすべてのローカルマシンで信頼される必要があります。セットアップの詳細につ
いては、「自己署名証明書 (p. 263)」を参照してください。詳細については、Wikipedia の「Selfsigned certificate」を参照してください。
3.

SSH を使用して、ノートブックを実行している Amazon EC2 インスタンスに接続します。例えば、
次のとおりです。

ssh -i ec2-private-key ec2-user@dns-address-of-ec2-instance

ec2-private-key は、Amazon EC2 インスタンスへのアクセスに必要なキーです。ノートブック
サーバーの作成時、Amazon EC2 キーペアを指定し、この EC2 プライベートキーをローカルマシン
に保存しました。ローカルマシン上のキーファイルをポイントするため、[Copy certificate (証明書の
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コピー)] コマンドの編集が必要なことがあります。このキーファイル名は、ノートブックサーバーの
Amazon EC2 コンソールの詳細で調べることもできます。
dns-address-of-ec2-instance は、キーストアがコピーされる Amazon EC2 インスタンスのア
ドレスです。
4.

ホームディレクトリ /home/ec2-user/ から ./setup_notebook_server.py スクリプトを実行
します。AWS Glue により、このスクリプトが作成され、Amazon EC2 インスタンスに配置されまし
た。スクリプトは以下のアクションを実行します。
• Zeppelin ノートブックパスワードを求める: パスワードは、SHA-256 ハッシュされるのに加えて、
制限付きアクセス権を持つ shiro.ini ファイルに保持された 128 ビットソルトでソルトおよび反
復されます。これは、Apache Zeppelin が使用する認証パッケージ Apache Shiro で使用できるベス
トプラクティスです。
• SSH パブリックキーとプライベートキーを生成する: このスクリプトは、ノートブックサーバー
に関連付けられている開発エンドポイントにある既存の SSH パブリックキーを上書きします。そ
の結果、この開発エンドポイントに接続する他のノートブックサーバー、Read-Eval-Print ループ
(REPL)、または IDE が接続できなくなります。
• SSL 証明書を確認または生成する: 認証機関 (CA) によって生成された SSL 証明書を使用するか、
このスクリプトを使用して証明書を生成します。証明書をコピーした場合、スクリプトによりキー
ストアファイルの場所が求められます。Amazon EC2 インスタンスのパス全体を指定します (例: /
home/ec2-user/keystore.jks)。SSL 証明書が確認されます。
setup_notebook_server.py スクリプトの次の出力例では、自己署名 SSL 証明書が生成されま
す。

Starting notebook server setup. See AWS Glue documentation for more details.
Press Enter to continue...
Creating password for Zeppelin user admin
Type the password required to access your Zeppelin notebook:
Confirm password:
Updating user credentials for Zeppelin user admin
Zeppelin username and password saved.
Setting up SSH tunnel to devEndpoint for notebook connection.
Do you want a SSH key pair to be generated on the instance? WARNING this will replace
any existing public key on the DevEndpoint [y/n] y
Generating SSH key pair /home/ec2-user/dev.pem
Generating public/private rsa key pair.
Your identification has been saved in /home/ec2-user/dev.pem.
Your public key has been saved in /home/ec2-user/dev.pem.pub.
The key fingerprint is:
26:d2:71:74:b8:91:48:06:e8:04:55:ee:a8:af:02:22 ec2-user@ip-10-0-0-142
The key's randomart image is:
+--[ RSA 2048]----+
|.o.oooo..o.
|
| o. ...+.
|
| o . . .o
|
| .o . o.
|
| . o o S
|
|E.
. o
|
|=
|
|..
|
|o..
|
+-----------------+
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Attempting to reach AWS Glue to update DevEndpoint's public key. This might take a
while.
Waiting for DevEndpoint update to complete...
Waiting for DevEndpoint update to complete...
Waiting for DevEndpoint update to complete...
DevEndpoint updated to use the public key generated.
Configuring Zeppelin server...
********************
We will configure Zeppelin to be a HTTPS server. You can upload a CA signed certificate
for the server to consume (recommended). Or you can choose to have a self-signed
certificate created.
See AWS Glue documentation for additional information on using SSL/TLS certificates.
********************
Do you have a JKS keystore to encrypt HTTPS requests? If not, a self-signed certificate
will be generated. [y/n] n
Generating self-signed SSL/TLS certificate at /home/ec2-user/
ec2-192-0-2-0.compute-1.amazonaws.com.jks
Self-signed certificates successfully generated.
Exporting the public key certificate to /home/ec2-user/
ec2-192-0-2-0.compute-1.amazonaws.com.der
Certificate stored in file /home/ec2-user/ec2-192-0-2-0.compute-1.amazonaws.com.der
Configuring Zeppelin to use the keystore for SSL connection...

Zeppelin server is now configured to use SSL.
SHA256
Fingerprint=53:39:12:0A:2B:A5:4A:37:07:A0:33:34:15:B7:2B:6F:ED:35:59:01:B9:43:AF:B9:50:55:E4:A2:8B
**********
The public key certificate is exported to /home/ec2-user/
ec2-192-0-2-0.compute-1.amazonaws.com.der
The SHA-256 fingerprint for the certificate is
53:39:12:0A:2B:A5:4A:37:07:A0:33:34:15:B7:2B:6F:ED:35:59:01:B9:43:AF:B9:50:55:E4:A2:8B:3B:59:E6.
You may need it when importing the certificate to the client. See AWS Glue
documentation for more details.
**********
Press Enter to continue...
All settings done!
Starting SSH tunnel and Zeppelin...
autossh start/running, process 6074
Done. Notebook server setup is complete. Notebook server is ready.
See /home/ec2-user/zeppelin/logs/ for Zeppelin log files.

5.

/home/ec2-user/zeppelin/logs/ にあるログファイルで、Zeppelin サーバーの起動のエラーを
確認します。

Zeppelin サーバーに接続するためのローカルコンピュータでのアクション
開発エンドポイントとノートブックサーバーを作成したら、Zeppelin ノートブックに接続します。環境の
セットアップ方法に応じて、次のいずれかの方法で接続することができます。
1.

信頼された CA 証明書を使用して接続します。Zeppelin サーバーが Amazon EC2 インスタンスでセッ
トアップされていたときに、認証機関 (CA) から発行された SSL 証明書を指定した場合、この方法を
選択します。ポート 443 で HTTPS を使用して接続するには、ウェブブラウザを開き、ノートブック
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サーバーの URL を入力します。この URL は、ノートブックサーバーの開発ノートブック詳細ページ
にあります。[HTTPS URL] フィールドに内容を入力します。たとえば、次のとおりです。

https://public-dns-address-of-ec2-instance:443

2.

自己署名証明書を使用して接続します。setup_notebook_server.py スクリプトを実行して SSL
証明書を生成した場合、まずウェブブラウザとノートブックサーバーの間の接続を信頼します。こ
のアクションの詳細は、オペレーティングシステムとウェブブラウザによって異なります。一般的な
ワークフローは次のとおりです。
1. ローカルコンピュータから SSL 証明書にアクセスします。シナリオによっては、Amazon EC2 イ
ンスタンスからローカルコンピュータに SSL 証明書をコピーする必要があります。例えば、次の
とおりです。

scp -i path-to-ec2-private-key ec2-user@notebook-server-dns:/home/ec2user/notebook-server-dns.der notebook-server-dns.der

2. オペレーティングシステムとブラウザによって使用されている Certificate Manager に証明書をイン
ポートして表示 (または表示してインポート) します。Amazon EC2 インスタンスで生成された証明
書と一致することを確認します。
Mozilla Firefox ブラウザ:
Firefox では、[Your connection is not secure (接続が安全ではありません)] などのエラーが発生する可
能性があります。接続を設定する一般的な手順は以下のとおりです (ステップは、Firefox のバージョ
ンによって異なることがあります)。
1. [Options (オプション)] または [Preferences (設定)] ページを見つけ、ページに移動して [View
Certificates (証明書の表示)] を選択します。このオプションは、[Privacy (プライバシー)]、[Security
(セキュリティ)]、または [Advanced (アドバンスド)] タブに表示されることがあります。
2. [Certificate Manager (Certificate Manager)] ウィンドウで、[Servers (サーバー)] タブを選択し、
[Add Exception (例外の追加)] をクリックします。
3. Amazon EC2 でノートブックサーバーの HTTPS の [Location] (場所) に入力し、[Get Certificate ]
(証明書の取得) を選択します。[View (表示) ] を選択します。
4. [Common Name (CN)] (共通名 (CN)) がネットワークサーバー Amazon EC2 インスタンスの DNS
に一致することを確認します。さらに、[SHA-256 Fingerprint] (SHA-256 フィンガープリント) が
Amazon EC2 インスタンスで生成された証明書と一致することを確認します。証明書の SHA-256
フィンガープリントは、ノートブックインスタンスで openssl コマンドを実行することにより
setup_notebook_server.py の出力で確認できます。

openssl x509 -noout -fingerprint -sha256 -inform der -in path-to-certificate.der

5. 値が一致した場合、証明書を信頼することを確認します。
6. 証明書の有効期限が切れたら、Amazon EC2 インスタンスで新しい証明書を生成し、ローカルコン
ピュータ上で信頼します。
macOS での Google Chrome ブラウザ:
macOS で Chrome を使用する場合、[Your connection is not private (接続がプライベートではありま
せん)] などのエラーが発生する可能性があります。接続を設定する一般的なステップは以下のとおり
です。
1. SSL 証明書を Amazon EC2; インスタンスからローカルコンピュータにコピーします。
263

AWS Glue デベロッパーガイド
ノートブックの管理

2. [Preferences (設定)] または [Settings (設定)] を選択し、[Settings (設定)] ページを見つけます。
[Advanced (詳細設定)] セクションに移動し、[Privacy and security (プライバシーとセキュリティ)]
セクションを見つけます。[Manage certificates (証明書の管理)] を選択します。
3. [Keychain Access] (キーチェーンアクセス) ウィンドウで、[Certificates] (証明書) に移動して、[File]
(ファイル)、[Import items] (項目のインポート) の順に選択し、SSL 証明書をインポートします。
4. [Common Name (CN)] (共通名 (CN)) がネットワークサーバー Amazon EC2 インスタンスの DNS
に一致することを確認します。さらに、[SHA-256 Fingerprint] (SHA-256 フィンガープリント) が
Amazon EC2 インスタンスで生成された証明書と一致することを確認します。証明書の SHA-256
フィンガープリントは、ノートブックインスタンスで openssl コマンドを実行することにより
setup_notebook_server.py の出力で確認できます。

openssl x509 -noout -fingerprint -sha256 -inform der -in path-to-certificate.der

5. [Always Trust (常に信頼する)] に設定して証明書を信頼します。
6. 証明書の有効期限が切れたら、Amazon EC2 インスタンスで新しい証明書を生成し、ローカルコン
ピュータ上で信頼します。
Windows の Chrome ブラウザ:
Windows で Chrome を使用する場合、[Your connection is not private (接続がプライベートではありま
せん)] などのエラーが発生する可能性があります。接続を設定する一般的なステップは以下のとおり
です。
1. SSL 証明書を Amazon EC2; インスタンスからローカルコンピュータにコピーします。
2. [Settings (設定)] ページで、[Advanced (詳細設定)] セクションに移動し、[Privacy and security (プ
ライバシーとセキュリティ)] セクションを見つけます。[Manage certificates (証明書の管理)] を選択
します。
3. [Certificates (証明書)] ウィンドウで、[Trusted Root Certification Authorities (信頼されたルート認証
機関)] タブに移動し、[Import (インポート)] を選択して SSL 証明書をインポートします。
4. [Trusted Root Certification Authorities (信頼されたルート認証機関)] の [Certificate store (証明書スト
ア)] に証明書を置きます。
5. 証明書をインストールして信頼します。
6. ブラウザに証明書により表示される [SHA-1 Thumbprint] (SHA-1 サムプリント) が、Amazon EC2
インスタンスで生成された証明書と一致することを確認します。ブラウザで証明書を見つけるに
は、 [Trusted Root Certification Authorities] (信頼されたルート認証機関) のリストに移動し、証明書
の [Issued To] (発行先) として Amazon EC2 インスタンスを選択します。証明書の [View (表示)] を
選択して [Details (詳細)] を選択した後、[Thumbprint (サムプリント)] として sha1 を選択します。
証明書の対応する SHA-1 フィンガープリントは、Amazon EC2 インスタンスで openssl コマン
ドを実行することにより確認できます。

openssl x509 -noout -fingerprint -sha1 -inform der -in path-to-certificate.der

7. 証明書の有効期限が切れたら、Amazon EC2 インスタンスで新しい証明書を生成し、ローカルコン
ピュータ上で信頼します。
Windows の Microsoft Internet Explorer ブラウザ:
Windows で Internet Explorer を使用する場合、[Your connection is not private (接続がプライベートで
はありません)] などのエラーが発生する可能性があります。接続を設定する一般的なステップは以下
のとおりです。
1. SSL 証明書を Amazon EC2; インスタンスからローカルコンピュータにコピーします。
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2. [Internet Options (インターネットオプション)] ページで [Content (コンテンツ)] タブに移動し、
[Certificates (証明書)] セクションを見つけます。
3. [Certificates (証明書)] ウィンドウで、[Trusted Root Certification Authorities (信頼されたルート認証
機関)] タブに移動し、[Import (インポート)] を選択して SSL 証明書をインポートします。
4. [Trusted Root Certification Authorities (信頼されたルート認証機関)] の [Certificate store (証明書スト
ア)] に証明書を置きます。
5. 証明書をインストールして信頼します。
6. ブラウザに証明書により表示される [SHA-1 Thumbprint] (SHA-1 サムプリント) が、Amazon EC2
インスタンスで生成された証明書と一致することを確認します。ブラウザで証明書を見つけるに
は、 [Trusted Root Certification Authorities] (信頼されたルート認証機関) のリストに移動し、証明書
の [Issued To] (発行先) として Amazon EC2 インスタンスを選択します。証明書の [View (表示)] を
選択して [Details (詳細)] を選択した後、[Thumbprint (サムプリント)] として sha1 を選択します。
証明書の対応する SHA-1 フィンガープリントは、Amazon EC2 インスタンスで openssl コマンド
を実行することにより確認できます。
openssl x509 -noout -fingerprint -sha1 -inform der -in path-to-certificate.der

7. 証明書の有効期限が切れたら、Amazon EC2 インスタンスで新しい証明書を生成し、ローカルコン
ピュータ上で信頼します。
証明書を信頼したら、ポート 443 で HTTPS を使用して接続するには、ウェブブラウザを開き、ノー
トブックサーバーの URL を入力します。この URL は、ノートブックサーバーの開発ノートブック詳
細ページにあります。[HTTPS URL] フィールドに内容を入力します。たとえば、次のとおりです。
https://public-dns-address-of-ec2-instance:443

AWS Glue コンソールでノートブックを使用する
開発エンドポイントは、AWS Glue スクリプトの開発およびテストに使用できる環境です。ノートブック
を使用して、インタラクティブな開発と、開発エンドポイントにおける ETL (抽出、変換、ロード) スクリ
プトのテストを行うことができます。
AWS Glue には、SageMaker ノートブックおよび Apache Zeppelin ノートブックサーバーに対するイ
ンターフェイスが用意されています。AWS Glue ノートブックページで、SageMaker ノートブックを作
成し、開発エンドポイントにアタッチできます。開発エンドポイントに作成してアタッチした Zeppelin
ノートブックサーバーを管理することもできます。Zeppelin ノートブックサーバーを作成するには、
「Amazon EC2 でホストされているノートブックサーバーの作成 (p. 230)」を参照してください。
AWS Glue コンソールの [Notebooks] (ノートブック) ページには、AWS Glue 環境のすべての SageMaker
ノートブックと Zeppelin ノートブックサーバーが一覧表示されます。コンソールを使用して、ノートブッ
クでいくつかのアクションを実行できます。ノートブックまたはノートブックサーバーの詳細を表示する
には、リスト内のノートブックを選択します。ノートブックの詳細には、[Create SageMaker notebook]
または [Create Zeppelin Notebook server] ウィザードを使用して作成したときに定義した情報が含まれま
す。
必要に応じて、開発エンドポイントにアタッチされている SageMaker ノートブックを別の開発エンドポ
イントに切り替えることができます。開発エンドポイントの切り替えアクションは、2019 年 11 月 21 日
より後に作成された SageMaker ノートブックでのみサポートされます。

SageMaker ノートブックを別の開発エンドポイントに切り替えるには
1.

AWS Management Console にサインインし、AWS Glue コンソール (https://
console.aws.amazon.com/glue/) を開きます。
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2.

ナビゲーションペインで [Notebooks] を選択します。

3.

リストからノートブックを選択します。[Action]、[Switch Dev Endpoint] の順に選択します。

4.

使用可能な開発エンドポイントを選択し、[Apply] を選択します。
このアクションには特定の IAM ロールが必要です。詳細については、「Amazon SageMaker ノート
ブック用の IAM ポリシーの作成」を参照してください。

SageMaker ノートブックは、アタッチされている開発エンドポイントに接続されているかどうかを定期的
に確認します。接続されていない場合、ノートブックは自動的に再接続を試みます。

AWS Glue コンソール上の SageMaker ノートブック
SageMaker ノートブックのいくつかのプロパティを次に示します。ノートブックの詳細を表示すると、コ
ンソールにはこれらのプロパティの一部が表示されます。

Important
AWS Glue は、特定の AWS リージョンでのみ SageMaker ノートブックを管理します。(詳細に
ついては、ノートブックの管理 (p. 257) を参照してください)。
開始する前に、AWS Glue コンソールで SageMaker ノートブックを管理するアクセス許可があることを確
認してください。詳細については、ステップ 3: AWS Glue にアクセスする IAM ユーザーにポリシーをア
タッチする (p. 18) の「AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess」を参照してください。
ノートブックの名前
SageMaker ノートブックの一意の名前です。
開発エンドポイント
このノートブックがアタッチされている開発エンドポイントの名前です。

Important
この開発エンドポイントは、2018 年 8 月 15 日以降に作成されている必要があります。
ステータス
ノートブックと、[Ready]、[Failed]、[Starting]、[Stopping]、[Stopped] のプロビジョニングのステー
タス。
失敗の理由
ステータスが [Failed] の場合、ノートブックの理由が失敗します。
インスタンスタイプ
ノートブックで使用されるインスタンスのタイプです。
[IAM role] (IAM ロール)
SageMaker ノートブックの作成に使用された IAM ロールです。
このロールには、SageMaker への信頼関係があります。このロールは AWS Identity and Access
Management (IAM) コンソールで作成します。ロールを作成するときに、[Amazon SageMaker] を
選択し、その後ノートブックのポリシー [AWSGlueServiceSageMakerNotebookRoleDefault] などを
アタッチします。(詳細については、ステップ 7: SageMaker ノートブック用に IAM ロールを作成す
る (p. 32) を参照してください)。
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AWS Glue コンソールでの Zeppelin ノートブックサーバー
Apache Zeppelin ノートブックサーバーのいくつかのプロパティを次に示します。ノートブックの詳細を
表示すると、コンソールにはこれらのプロパティの一部が表示されます。
ノートブックサーバーの名前
Zeppelin ノートブックサーバーの一意の名前です。
開発エンドポイント
エンドポイントを作成するときに付与する一意の名前。
プロビジョニングのステータス
ノートブックサーバーが [CREATE_COMPLETE] または [ROLLBACK_COMPLETE] かどうかを説明し
ます。
失敗の理由
ステータスが [Failed] の場合、ノートブックの理由が失敗します。
CloudFormation スタック
ノートブックサーバーの作成に使用された AWS CloudFormation スタックの名前です。
EC2 インスタンス
ノートブックをホストするために作成される Amazon EC2 インスタンスの名前です。これは Amazon
EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) にリンクしており、インスタンスは [awsglue-dev-endpoint] というキーと開発エンドポイントの名前の値でタグ付けされています。
SSH から EC2 サーバーへのコマンド
このコマンドをターミナルウィンドウに入力して、ノートブックサーバーを実行している Amazon
EC2 インスタンスに接続します。このコマンドに表示される Amazon EC2 アドレスは、[Attach a
public IP to the notebook server EC2 instance] (ノートブックサーバー EC2 インスタンスにパブリッ
ク IP をアタッチする) を選択したかどうかによってパブリックまたはプライベートになります。
証明書のコピー
Zeppelin ノートブックサーバーを設定するのに必要なキーストアを、ノートブックサーバーをホ
ストする Amazon EC2 インスタンスにコピーするための scp コマンドの例です。Amazon EC2
プライベートキーが格納されているディレクトリでターミナルウィンドウからコマンドを実行し
ます。Amazon EC2 インスタンスにアクセスするためのキーは、-i オプションへのパラメータで
す。path-to-keystore-file を指定します。このコマンドの残りの部分は、Amazon EC2 サー
バー上の開発エンドポイントプライベート SSH キーが配置されている場所です。
HTTPS URL
ノートブックサーバーを設定したら、この URL をブラウザに入力し、HTTPS を使用してノートブッ
クに接続します。
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AWS Glue での ETL ジョブ
以下のセクションでは、AWS GlueのETL ジョブについて説明します。
トピック
• AWS Glue のバージョン (p. 268)
• AWS Glue でジョブを作成する (p. 281)
• AWS Glue によって使用されるジョブパラメータ (p. 292)
• AWS GlueSpark と PySpark のジョブ (p. 295)
• AWS Glueでの Python シェルジョブ (p. 371)
• AWS Glue でのストリーミング ETL ジョブ (p. 376)
• AWS Lake Formation FindMatches によるレコードのマッチング (p. 386)
• AWS Glue のモニタリング (p. 405)

AWS Glue のバージョン
AWS Glue バージョンパラメータは、ジョブの追加または更新時に設定されます。AWS Glue バージョン
は、AWS Glue がサポートする Apache Spark と Python のバージョンを決定します。Python バージョン
は、Spark タイプのジョブでサポートされるバージョンを示します。次の表に、使用可能な AWS Glue の
バージョン、対応する Spark と Python のバージョン、および機能上のその他の変更点を示します。

AWS Glue のバージョン
AWS Glue バージョン

サポートされている Spark およ
び Python のバージョン

機能の変更

0.9

• Spark 2.2.1

AWS Glue バージョンを指定せず
に作成されたジョブは、デフォ
ルトで AWS Glue 0.9 に設定され
ます。

• Python 2.7

AWS Glue 1.0

• Spark 2.4.3
• Python 2.7
• Python 3.6

AWS Glue ETL ジョブ (AWS
Glue バージョン 1.0 を使用)
には、Parquet 形式と ORC
形式のジョブのブックマー
クを維持できます。これま
で AWS Glue ETL ジョブで
は、JSON、CSV、Apache
Avro、XML などの一般的な
Amazon S3 ソース形式のみの
ブックマークが可能でした。
ETL 入力および出力の形式オプ
ションを設定する際に、Apache
Avro のリーダー/ライター形式
1.8 を使用して Avro 論理型の
読み取りと書き込みをサポート
するように指定できます (AWS
Glue バージョン 1.0 を使用)。以
前は、バージョン 1.7 Avro リー
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AWS Glue バージョン

サポートされている Spark およ
び Python のバージョン

機能の変更
ダー/ライター形式のみがサポー
トされていました。
DynamoDB 接続タイプは、
(AWS Glue バージョン 1.0 を使
用する) ライターオプションをサ
ポートします。

AWS Glue 2.0

• Spark 2.4.3
• Python 3.7

AWS Glue バージョン 2.0 で
は、AWS Glue バージョン 1.0 で
提供される機能に加えて以下の
機能も提供されます。
• AWS Glue で Apache Spark
ETLジョブを実行するための、
アップグレードされたインフ
ラストラクチャにより、起動
時間が大幅に短縮されていま
す。
• デフォルトのログ記録機能は
リアルタイムになり、スト
リームがドライバ用とエグゼ
キュータ用、出力用とエラー
用の間でそれぞれ分離されて
います。
• ジョブレベルで追加の Python
モジュールまたは異なるバー
ジョンを指定するためのサ
ポート。

Note
基礎となるアーキ
テクチャの変更に伴
い、AWS Glue バー
ジョン 2.0 での一部の
依存関係とバージョン
が、AWS Glue バージョ
ン 1.0 から変更されて
います。AWS Glue の
メジャーバージョンリ
リース間での移行の前
に、Glue ジョブの検証
を行ってください。
AWS Glue バージョン 2.0 の機
能と制限事項の詳細について
は、「起動時間を短縮した Spark
ETL ジョブの実行 (p. 271)」を
参照してください。
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AWS Glue バージョン

サポートされている Spark およ
び Python のバージョン

機能の変更

3.0

• Spark 3.1.1

AWS Glue 3.0 は、AWS Glue の
新しいバージョンです。Spark エ
ンジン 3.0 へのアップグレードに
加えて、この AWS Glue リリー
スでは、以下の最適化とアップ
グレードが行われています。

• Python 3.7

• Spark のメジャーリリースで
ある Spark 3.0 に対するAWS
Glue ETL ライブラリの構築。
• AWS Glue 3.0 によるストリー
ミングジョブのサポート
• パフォーマンスと信頼性のた
めの、以下の新しい AWS Glue
Spark ランタイム最適化。
• CSV データ読み取りのた
めの、より高速化された
Apache Arrow ベースのイン
メモリ列指向処理。
• CSV データに関するベクト
ル化された読み取りのため
の SIMD ベースの実行。
• Spark のアップグレードに
は、Amazon EMR で開発さ
れた他の最適化も含まれま
す。
• EMRFS 2.38 から 2.46 へ
のアップグレードにともな
う、Amazon S3 アクセスの
ための新機能追加とバグ修
正。
• 新しい Spark バージョンに
必要ないくつかの依存関係の
アップグレード。「付録 A: 注
目すべき依存関係のアップグ
レード (p. 279)」を参照して
ください。
• ネイティブにサポートされて
いるデータソース用の、JDBC
ドライバのアップグレード。
「付録 B: JDBC ドライバーの
アップグレード (p. 280)」を
参照してください。
制約事項
以下に、AWS Glue 3.0での制限
事項を示します。
• 現在、AWS Glue の 機械学習
変換は AWS Glue 3.0 で使用で
きません。
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AWS Glue バージョン

サポートされている Spark およ
び Python のバージョン

機能の変更
• Spark 2.4 に依存してお
り、Spark 3.1との互換性がな
い一部のカスタム Spark コネ
クタは、AWS Glue 3.0 では動
作しません。
AWS Glue バージョン 3.0 へ
の移行に関する詳細について
は、「AWS Glue ジョブの AWS
Glue バージョン 3.0 への移
行 (p. 274)」を参照してくださ
い。

起動時間を短縮した Spark ETL ジョブの実行
AWS Glue バージョン 2.0 以降には、スタートアップ時間を短縮して AWS Glue で Apache Spark ETL (抽
出、変換、ロード) ジョブを実行するためのアップグレード済みインフラストラクチャが用意されていま
す。待機時間の短縮により、データエンジニアの生産性が向上し、AWS Glue とのやり取りが増加しま
す。ジョブ開始時間の差異を低減することは、データが分析に利用できるようになる SLA の基準以上にす
ることに役立ちます。
AWS Glue ETL ジョブでこの特徴を使用するには、ジョブ作成時に 2.0 または Glue version の以降の
バージョンを選択してください。
トピック
• サポートされる新機能 (p. 271)
• ログ記録の動作。 (p. 273)
• サポートされていない機能 (p. 274)

サポートされる新機能
このセクションでは、AWS Glue バージョン 2.0 以降でサポートされる新機能について説明します。

ジョブレベルでの追加の Python モジュールの指定をサポート
AWS Glue バージョン 2.0 以降では、ジョブレベルで追加の Python モジュールや異なるバージョンを指定
することもできます。--additional-python-modules オプションでコンマ区切りの Python モジュー
ルのリストを指定することで、新しいモジュールを追加したり、既存のモジュールのバージョンを変更し
たりできます。
例えば、更新したり新しい scikit-learn モジュールを追加したりするには、"--additionalpython-modules", "scikit-learn==0.21.3" のキー/値を使用します。
また、--additional-python-modules オプションの中で、Python ホイールモジュールへの Amazon
S3 パスを指定できます。例:
--additional-python-modules s3://aws-glue-native-spark/tests/j4.2/ephem-3.7.7.1-cp37cp37m-linux_x86_64.whl,s3://aws-glue-native-spark/tests/j4.2/fbprophet-0.6-py3-noneany.whl,scikit-learn==0.21.3
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AWS Glue は Python パッケージインストーラ (pip3) を使用して追加のモジュールをインストールしま
す。python-modules-installer-option で指定した追加オプションを pip3 に渡して、モジュールを
インストールできます。pip3 からの非互換性や制限が適用されます。

AWS Glue バージョン 2.0 で既に提供されている Python モジュール
AWS Glue バージョン 2.0 では、すぐに使用できる次の Python モジュールがサポートされています。
• setuptools–45.2.0
• subprocess32–3.5.4
• ptvsd–4.3.2
• pydevd–1.9.0
• PyMySQL–0.9.3
• docutils–0.15.2
• jmespath–0.9.4
• six–1.14.0
• python_dateutil–2.8.1
• urllib3–1.25.8
• botocore–1.15.4
• s3transfer–0.3.3
• boto3–1.12.4
• certifi–2019.11.28
• chardet–3.0.4
• idna–2.9
• requests–2.23.0
• pyparsing–2.4.6
• enum34–1.1.9
• pytz–2019.3
• numpy–1.18.1
• cycler–0.10.0
• kiwisolver–1.1.0
• scipy–1.4.1
• pandas–1.0.1
• pyarrow–0.16.0
• matplotlib–3.1.3
• pyhocon–0.3.54
• mpmath–1.1.0
• sympy–1.5.1
• patsy–0.5.1
• statsmodels–0.11.1
• fsspec–0.6.2
• s3fs–0.4.0
• Cython–0.29.15
• joblib–0.14.1
• pmdarima–1.5.3
• scikit-learn–0.22.1
• tbats–1.0.9
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ログ記録の動作。
AWS Glue バージョン 2.0 では、さまざまなデフォルトのログ記録動作がサポートされています。相違点
は次のとおりです。
• ログ記録はリアルタイムで行われます。
• ドライバーとエグゼキュターには別々のストリームがあります。
• ドライバーとエグゼキュターごとに、出力ストリームとエラーストリームの 2 つのストリームがありま
す。

ドライバーとエグゼキュターのストリーム
ドライバーストリームは、ジョブ実行 ID で識別されます。エグゼキュターストリームは、ジョブ <##
ID>_<########## ID> で識別されます。例:
• "logStreamName":
"jr_8255308b426fff1b4e09e00e0bd5612b1b4ec848d7884cebe61ed33a31789..._gf65f617bd31d54bd94482af755b6cdf464542..."

出力ストリームとエラーストリーム
出力ストリームには、コードからの標準出力 (stdout) があります。エラーストリームには、コード/ライブ
ラリからのログ記録メッセージがあります。
• ログストリーム:
• ドライバーログストリームには <jr> があります。<jr> はジョブ実行 ID です。
• エグゼキュターログストリームには <jr>_<g> があります。<g> はエグゼキュターのタスク ID で
す。ドライバーエラーログでエグゼキュタータスク ID を検索できます。
AWS Glue バージョン 2.0 のデフォルトのロググループは、以下のとおりです。
• 出力用の /aws-glue/jobs/logs/output
• エラー用の /aws-glue/jobs/logs/error
セキュリティ設定が指定されると、ロググループ名が次のように変更されます。
• /aws-glue/jobs/<security configuration>-role/<Role Name>/output
• /aws-glue/jobs/<security configuration>-role/<Role Name>/error
コンソールで、[Logs] (ログ) リンクが出力ロググループを指し、[Error] (エラー) リンクはエラーロググ
ループを指します。連続ログ記録が有効な場合、[Logs] (ログ) リンクは連続ロググループを指し、[Output]
(出力) リンクが出力ロググループを指します。

ログ記録ルール
Note
連続ログ記録のデフォルトのロググループ名は /aws-glue/jobs/logs-v2 です。
AWS Glue バージョン 2.0 以降では、次のように連続ログ記録の動作は AWS Glue バージョン 1.0 の場合
と同じです。
• デフォルトのロググループ: /aws-glue/jobs/logs-v2
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• ドライバーログストリーム: <jr>-driver
• エグゼキュターログストリーム: <jr>-<####### ID>
ロググループ名は、--continuous-log-logGroupName の設定で変更できます。
ログストリーム名には、--continous-log-logStreamPrefix の設定でプレフィックスを付加でき
ます。

サポートされていない機能
以下の AWS Glue の機能はサポートされていません。
• 開発エンドポイント
• AWS Glue バージョン 2.0 以降は Apache YARN では実行されないため、YARN の設定は適用されませ
ん
• AWS Glue バージョン 2.0 以降は Hadoop Distributed File System (HDFS) がありません
• AWS Glue バージョン 2.0 以降では動的割り当てが使用されないため、ExecutorAllocationManager メト
リクスは使用できません
• AWS Glue バージョン 2.0 以降のジョブでは、ワーカーの数とワーカータイプを指定します
が、maxCapacity は指定しません。
• AWS Glue バージョン 2.0 以降は s3n をサポートしていません。s3 または s3a を使用することをお勧
めします。ジョブが何らかの理由で s3n を使用する必要がある場合、次の追加引数を渡すことができま
す。
--conf spark.hadoop.fs.s3n.impl=com.amazon.ws.emr.hadoop.fs.EmrFileSystem

AWS Glue ジョブの AWS Glue バージョン 3.0 への移
行
このトピックでは、AWS Glue バージョン 0.9、1.0、2.0、および 3.0 の間の変更について説明し、Spark
アプリケーションと ETL ジョブを AWS Glue 3.0 に移行できるようにします。
この機能を AWS Glue ETL ジョブに使用するには、ジョブを作成するとき、Glue version として 3.0
を選択します。
トピック
• サポートされる新機能 (p. 274)
• AWS Glue 3.0 に移行するためのアクション (p. 275)
• 移行チェックリスト (p. 275)
• AWS Glue 0.9 から AWS Glue 3.0 への移行 (p. 276)
• AWS Glue 1.0 から AWS Glue 3.0 への移行 (p. 277)
• AWS Glue 2.0 から AWS Glue 3.0 への移行 (p. 278)
• 付録 A: 注目すべき依存関係のアップグレード (p. 279)
• 付録 B: JDBC ドライバーのアップグレード (p. 280)

サポートされる新機能
このセクションでは、AWS Glue バージョン 3.0 の新機能と利点について説明します。
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• Apache Spark 3.1.1 に基づいており、オープンソースの Spark より最適化されています。また、AWS
Glue および EMR サービス (アダプティブクエリ実行、ベクトル化されたリーダー、最適化された
シャッフルとパーティション結合など) によって開発されています。
• MySQL、Microsoft SQL Server、Oracle、PostgreSQL、MongoDB、アップグレードされた Spark ライ
ブラリなど、すべての Glue ネイティブソース用に JDBC ドライバーをアップグレードしました。依存
関係は Spark 3.1.1 によって取り込まれています。
• EMRFS をアップグレードして Amazon S3 アクセスを最適化し、デフォルトで Amazon S3 最適化出力
コミッターを有効にしました。
• パーティションインデックス、プッシュダウン述語、パーティションリスト、アップグレードされた
Hive メタストアクライアントにより、Data Catalog アクセスを最適化しました。
• セルレベルのフィルタリングとデータレイクトランザクションを備えた管理されたカタログテーブル用
の Lake Formation と統合しました。
• Spark 3.1.1 では、Spark エグゼキュターのメモリメトリクスと Spark 構造化ストリーミングメトリクス
を含む新しい Spark UI が使用できます。
• スタートアップレイテンシーが短縮され、AWS Glue 2.0 と同様に、ジョブ全体の完了時間と対話性が改
善されます。
• Spark ジョブは、1 秒単位で課金され、最小課金時間は 1/10 になります。例えば、AWS Glue 2.0 と同
様、最小 10 分が最小 1 分になります。

AWS Glue 3.0 に移行するためのアクション
既存のジョブについては、ジョブ設定で、Glue version を以前のバージョンから Glue 3.0 に変更し
ます。
• コンソールでは、Glue version で Spark 3.1, Python 3 (Glue Version 3.0) or Spark
3.1, Scala 2 (Glue Version 3.0) を選択します。
• AWS Glue Studio では、Glue version で Glue 3.0 - Supports spark 3.1, Scala 2,
Python 3 を選択します。
• API では、UpdateJob API の GlueVersion パラメータで 3.0 を選択します。
新しいジョブについては、ジョブを作成するときに Glue 3.0 を選択します。
• コンソールでは、Glue version で Spark 3.1, Python 3 (Glue Version 3.0) or Spark
3.1, Scala 2 (Glue Version 3.0) を選択します。
• AWS Glue Studio では、Glue version で Glue 3.0 - Supports spark 3.1, Scala 2,
Python 3 を選択します。
• API では、CreateJob API の GlueVersion パラメータで 3.0 を選択します。
AWS Glue 3.0 Spark イベントログを表示するには、CloudFormation または Docker を使用して Glue 3.0
用にアップグレードされた Spark 履歴サーバーを起動します。

移行チェックリスト
移行については、このチェックリストを確認してください。
• ジョブが HDFS に依存していますか。該当する場合は、HDFS を S3 に置き換えてみてください。
• ジョブスクリプトコードで、DFS パスとして hdfs:// または / で始まるファイルシステムのパスを
検索します。
• デフォルトのファイルシステムが HDFS で設定されていないかどうかを確認します。明示的に設定さ
れている場合は、fs.defaultFS の設定を削除する必要があります。
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• ジョブに dfs.* のパラメータが含まれているかどうかを確認します。含まれている場合は、パラメー
タを無効にしても問題がないことを確認する必要があります。
• ジョブが YARN に依存していますか。該当する場合は、ジョブに次のパラメータが含まれているかどう
かを確認して、影響を確認します。含まれている場合は、パラメータを無効にしても問題がないことを
確認する必要があります。
• spark.yarn.*
例:
spark.yarn.executor.memoryOverhead
spark.yarn.driver.memoryOverhead
spark.yarn.scheduler.reporterThread.maxFailures

• yarn.*
例:
yarn.scheduler.maximum-allocation-mb
yarn.nodemanager.resource.memory-mb

• ジョブが Spark 2.2.1 または Spark 2.4.3 に依存していますか。該当する場合は、Spark 3.1.1 で変更さ
れた機能をジョブで使用しているかどうかを確認して、影響を確認します。
• https://spark.apache.org/docs/latest/sql-migration-guide.html#upgradingfrom-spark-sql-22-to-23
例えば、percentile_approx 関数、または既存の SparkContext が存在する場
合、SparkSession.builder.getOrCreate() を使用した SparkSession。
• https://spark.apache.org/docs/latest/sql-migration-guide.html#upgradingfrom-spark-sql-23-to-24
例えば、array_contains 関数、または spark.sql.caseSensitive=true の場合の
CURRENT_DATE、CURRENT_TIMESTAMP 関数。
• ジョブの追加の jar に Glue 3.0 で競合がありますか。
• AWS Glue 0.9/1.0 から: 既存の AWS Glue 0.9/1.0 ジョブに追加の jar が使用されていると、Glue 3.0
で利用可能なアップグレードまたは新しい依存関係により、クラスパスの競合が発生する可能性があ
ります。--user-jars-first AWS Glue ジョブパラメータを使用するか、依存関係をシェーディン
グすることによって、AWS Glue 3.0 でのクラスパスの競合を避けることができます。
• AWS Glue 2.0 から: この場合も、 --user-jars-first AWS Glue ジョブパラメータを使用する
か、依存関係をシェーディングすることによって、AWS Glue 3.0 でのクラスパスの競合を避けること
ができます。
• ジョブが Scala 2.11 に依存していますか。
• AWS Glue 3.0 は Scala 2.12 を使用するため、ライブラリが Scala 2.11 に依存している場合
は、Scala 2.12 でライブラリを再構築する必要があります。
• ジョブの外部 Python ライブラリが Python 2.7/3.6 に依存していますか。
• Python ライブラリパスに egg/wheel/zip ファイルを設定するのではなく、--additional-pythonmodules パラメータを使用します。
• Spark 3.1.1 では Python 2.7 のサポートが削除されたため、依存ライブラリを Python 2.7/3.6 から
Python 3.7 に更新してください。

AWS Glue 0.9 から AWS Glue 3.0 への移行
移行時には、次の変更点に注意してください。
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• AWS Glue 0.9 では、オープンソースの Spark 2.2.1 を使用していますが、AWS Glue 3.0 では、EMR で
最適化された Spark 3.1.1 を使用しています。
• 一部の Spark の変更のみについてですが、削除された機能が参照されないように、スクリプトの修正
が必要になる場合があります。
• 例えば、Spark 3.1.1 では Scala 型指定されていない UDF は有効になりませんが、Spark 2.2 では有効
になります。
• AWS Glue 3.0 のすべてのジョブの実行におけるスタートアップ時間は、大幅に改善されています。ス
タートアップのレイテンシーが最大 10 分から最大 1 分になるため、Spark ジョブは 1 秒単位で課金さ
れ、最小課金時間は 1/10 になります。
• AWS Glue 2.0 以降、ログ記録の動作が変更されています。
• いくつかの依存関係の更新の要点については、次を参照してください。
• Scala も 2.11 から 2.12 に更新されており、Scala 2.12 には Scala 2.11 との下位互換性がありません。
• また、AWS Glue 0.9 は Python 2 しか利用していませんでしたが、Python スクリプトで使用されるデ
フォルトのバージョン は Python 3.7 になりました。
• Python 2.7 は、Spark 3.1.1 ではサポートされていません。
• 追加の Python モジュールをインストールする新しいメカニズムが利用可能です。
• AWS Glue 3.0 は Apache YARN では実行されないため、YARN の設定は適用されません。
• AWS Glue 3.0 には、Hadoop Distributed File System (HDFS) はありません。
• 既存の AWS Glue 0.9 ジョブで使用されている追加の jar は、3.0 でいくつかの依存関係が 0.9 からアッ
プグレードされたため、依存関係の競合を引き起こす可能性があります。--user-jars-first AWS
Glue ジョブパラメータによって、AWS Glue 3.0 でのクラスパスの競合を避けることができます。
• AWS Glue 3.0 はまだ動的割り当てをサポートしていないため、ExecutorAllocationManager メトリクス
は使用できません。
• AWS Glue バージョン 3.0 ジョブでは、ワーカーの数とワーカータイプを指定しますが、maxCapacity
は指定しません。
• AWS Glue 3.0 はまだ機械学習変換をサポートしていません。
• AWS Glue 3.0 はまだ開発エンドポイントをサポートしていません。
Spark の移行ドキュメントを参照してください。
• 「Upgrading from Spark SQL 2.2 to 2.3」を参照してください。
• 「Upgrading from Spark SQL 2.3 to 2.4」を参照してください。
• 「Upgrading from Spark SQL 2.4 to 3.0」を参照してください。
• 「Upgrading from Spark SQL 3.0 to 3.1」を参照してください。
• 「Changes in Datetime behavior to be expected since Spark 3.0.」を参照してください。

AWS Glue 1.0 から AWS Glue 3.0 への移行
移行時には、次の変更点に注意してください。
• AWS Glue 1.0 はオープンソースの Spark 2.4 を使用していますが、AWS Glue 3.0 では、EMR で最適化
された Spark 3.1.1 を使用しています。
• 一部の Spark の変更のみについてですが、削除された機能が参照されないように、スクリプトの修正
が必要になる場合があります。
• 例えば、Spark 3.1.1 では Scala 型指定されていない UDF は有効になりませんが、Spark 2.4 では有効
になります。
• AWS Glue 3.0 のすべてのジョブの実行におけるスタートアップ時間は、大幅に改善されています。ス
タートアップのレイテンシーが最大 10 分から最大 1 分になるため、Spark ジョブは 1 秒単位で課金さ
れ、最小課金時間は 1/10 になります。
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• AWS Glue 2.0 以降、ログ記録の動作が変更されています。
• いくつかの依存関係の更新の要点については、次を参照してください。
• Scala も 2.11 から 2.12 に更新されており、Scala 2.12 には Scala 2.11 との下位互換性がありません。
• また、AWS Glue 0.9 は Python 2 しか利用していませんでしたが、Python スクリプトで使用されるデ
フォルトのバージョン は Python 3.7 になりました。
• Python 2.7 は、Spark 3.1.1 ではサポートされていません。
• 追加の Python モジュールをインストールする新しいメカニズムが利用可能です。
• AWS Glue 3.0 は Apache YARN では実行されないため、YARN の設定は適用されません。
• AWS Glue 3.0 には、Hadoop Distributed File System (HDFS) はありません。
• 既存の AWS Glue 1.0 ジョブで使用されている追加の jar は、3.0 でいくつかの依存関係が 1.0 からアッ
プグレードされたため、依存関係の競合を引き起こす可能性があります。--user-jars-first AWS
Glue ジョブパラメータによって、AWS Glue 3.0 でのクラスパスの競合を避けることができます。
• AWS Glue 3.0 はまだ動的割り当てをサポートしていないため、ExecutorAllocationManager メトリクス
は使用できません。
• AWS Glue バージョン 3.0 ジョブでは、ワーカーの数とワーカータイプを指定しますが、maxCapacity
は指定しません。
• AWS Glue 3.0 はまだ機械学習変換をサポートしていません。
• AWS Glue 3.0 はまだ開発エンドポイントをサポートしていません。
Spark の移行ドキュメントを参照してください。
• 「Upgrading from Spark SQL 2.4 to 3.0」を参照してください。
• 「Changes in Datetime behavior to be expected since Spark 3.0.」を参照してください。

AWS Glue 2.0 から AWS Glue 3.0 への移行
移行時には、次の変更点に注意してください。
• AWS Glue 2.0 に存在する既存のすべてのジョブパラメータと主要な機能は、AWS Glue 3.0 に存在しま
す。
• Parquet データを Amazon S3 に書き込むための EMRFS S3 最適化コミッターは、AWS Glue 3.0 で
はデフォルトで有効になっています。ただし、--enable-s3-parquet-optimized-committer
を false にすることで無効化することができます。
• AWS Glue 2.0 はオープンソースの Spark 2.4 を使用していますが、AWS Glue 3.0 では、EMR で最適化
された Spark 3.1.1 を使用しています。
• 一部の Spark の変更のみについてですが、削除された機能が参照されないように、スクリプトの修正
が必要になる場合があります。
• 例えば、Spark 3.1.1 では Scala 型指定されていない UDF は有効になりませんが、Spark 2.4 では有効
になります。
• また、AWS Glue 3.0 の特徴として、EMRFS への更新や JDBC ドライバーの更新が行われ、AWS Glue
による Spark 自体への追加の最適化も組み込まれています。
• AWS Glue 3.0 のすべてのジョブの実行におけるスタートアップ時間は、大幅に改善されています。ス
タートアップのレイテンシーが最大 10 分から最大 1 分になるため、Spark ジョブは 1 秒単位で課金さ
れ、最小課金時間は 1/10 になります。
• Python 2.7 は、Spark 3.1.1 ではサポートされていません。
• 依存関係の更新については、付録 A: 注目すべき依存関係のアップグレード (p. 279) を参照してくださ
い。
• Scala も 2.11 から 2.12 に更新されており、Scala 2.12 には Scala 2.11 との下位互換性がありません。
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• 既存の AWS Glue 2.0 ジョブで使用されている追加の jar は、3.0 でいくつかの依存関係が 2.0 からアッ
プグレードされたため、依存関係の競合を引き起こす可能性があります。--user-jars-first AWS
Glue ジョブパラメータによって、AWS Glue 3.0 でのクラスパスの競合を避けることができます。
• AWS Glue 3.0 は AWS Glue 2.0 と比較すると、ドライバー/エグゼキューターの設定に対して Spark
タスクの並列処理が異なり、パフォーマンス向上と利用可能なリソースをより有効に活用できま
す。spark.driver.cores と spark.executor.cores の両方とも、AWS Glue 3.0 のコア数 (ス
タンダードで4、および G.1X ワーカー、G.2X ワーカーで 8) に設定されています。これらの構成
は、AWS Glue ジョブのためのワーカータイプやハードウェアを変更するものではありません。これら
の構成を利用して、Spark アプリケーションの Spark タスク並列性と一致するパーティションまたは分
割の数を計算できます。
• AWS Glue 3.0は Spark 3.1 を使用しており、パーケットファイルから、またはパーケットファイルへの
タイムスタンプの読み込み/保存に、動作が変更されています。詳細は「Upgrading from Spark SQL 3.0
to 3.1」を参照してください。
タイムスタンプ列を含むパーケットデータを読み書きする場合は、次のパラメータを設定することを
お勧めします。これらのパラメータを設定すると、Spark 2 から Spark 3 へのアップグレード中に発生
するカレンダーの非互換性の問題を、AWS Glue ダイナミックフレームとパークデータフレームの両方
で解決することができます。CORRECTED オプションは、datetime 値をそのまま読み込むために使用
し、LEGACY オプションは読み込む際にカレンダーの違いを考慮して datetime 値をリベースするため
に使用します。
- Key: --conf
- Value: spark.sql.legacy.parquet.int96RebaseModeInRead=[CORRECTED|LEGACY] -conf spark.sql.legacy.parquet.int96RebaseModeInWrite=[CORRECTED|LEGACY] --conf
spark.sql.legacy.parquet.datetimeRebaseModeInRead=[CORRECTED|LEGACY]

Spark の移行ドキュメントを参照してください。
• 「Upgrading from Spark SQL 2.4 to 3.0」を参照してください。
• 「Changes in Datetime behavior to be expected since Spark 3.0.」を参照してください。

付録 A: 注目すべき依存関係のアップグレード
依存関係のアップグレードは次のとおりです。
依存関係

AWS Glue 0.9 で
のバージョン

AWS Glue 1.0 で
のバージョン

AWS Glue 2.0 で
のバージョン

AWS Glue 3.0 での
バージョン

Spark

2.2.1

2.4.3

2.4.3

3.1.1-amzn-0

Hadoop

2.7.3-amzn-6

2.8.5-amzn-1

2.8.5-amzn-5

3.2.1-amzn-3

Scala

2.11

2.11

2.11

2.12

Jackson

2.7.x

2.7.x

2.7.x

2.10.x

[Hive]

1.2

1.2

1.2

2.3.7-amzn-4

EMRFS

2.20.0

2.30.0

2.38.0

2.46.0

Json4s

3.2.x

3.5.x

3.5.x

3.6.6

Arrow

該当なし

0.10.0

0.10.0

2.0.0

AWS Glue カタロ
グクライアント

該当なし

該当なし

1.10.0

3.0.0
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付録 B: JDBC ドライバーのアップグレード
JDBC ドライバーのアップグレードは次のとおりです。
ドライバー

過去の AWS Glue バージョンで
の JDBC ドライバーのバージョ
ン

AWS Glue 3.0 での JDBC ドライ
バーのバージョン

MySQL

5.1

8.0.23

Microsoft SQL Server

6.1.0

7.0.0

Oracle Database

11.2

21.1

PostgreSQL

42.1.0

42.2.18

MongoDB

2.0.0

4.0.0

AWS Glue バージョンサポートポリシー
AWS Glue は、分析、機械学習、アプリケーション開発のためのデータの検出、準備、結合を容易にする
サーバーレスデータ統合サービスです。AWS Glue ジョブでは、AWS Glue でのデータ統合作業を実行す
るビジネスロジックが含まれています。AWS Glue のジョブには 2 つのタイプがあります。Spark (バッチ
とストリーミング) と Python シェルの2種類があります。Spark ジョブは、AWS Glue によって管理され
る Apache Spark 環境で実行されます。Python シェルジョブでは、Python スクリプトも実行されます。
ジョブを定義するときは、ランタイム環境の Spark と Python の AWS Glue バージョンを構成するバー
ジョンを指定します。例: AWS Glue バージョン 2.0 のジョブでは、Spark 2.4.3 と Python 3.7 がサポート
されています。

サポートポリシー
AWS Glue では、古い AWS Glue バージョンのサポートを打ち切ることがあります。これらのバージョン
でジョブの作成、更新、および実行を継続できます。ただし、推奨していないバージョンで実行されてい
るジョブは、テクニカルサポートの対象外となります。AWS Glue は、廃止されたバージョンに対して、
セキュリティパッチやその他のアップデートは適用しません。また、推奨していないバージョンでジョブ
が実行される場合、AWS Glue は SLA を遵守しません。
次の AWS Glue バージョンは、サポートが終了したか、またはサポートの終了が予定されています。サ
ポートの終了は、指定日の午前 0 時 (太平洋標準時) に開始となります。
[Type] (タイプ)

Glue バージョン

サポート終了

Spark

Spark 2.2、Scala 2 (Glue バー
ジョン 0.9)

2022-06-01

Spark

Spark 2.2、Python 2 (Glue バー
ジョン 0.9)

2022-06-01

Spark

Spark 2.4、Python 2 (Glue バー
ジョン 1.0)

2022-06-01

Spark

Spark 2.4、Python 3 (Glue バー
ジョン 1.0)

2022-09-30

Spark

Spark 2.4、Scala 2 (Glue バー
ジョン 1.0)

2022-09-30
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[Type] (タイプ)

Glue バージョン

サポート終了

Spark

Glue バージョン 2.0

2023-03-31

[Type] (タイプ)

Python バージョン

サポート終了

Python シェル

Python 2 (Glue バージョン 1.0)

2022-04-30

[Type] (タイプ)

ノートブックのバージョン

サポート終了

開発エンドポイント

Zeppelin ノートブック

2022-04-30

AWS は、ジョブをサポートしているバージョンに移行することを強く推奨します。
Spark ジョブの最新 AWS Glue バージョンへの移行については、「AWS Glueバージョン 3.0 への AWS
Glue ジョブの移行」を参照してください。
Python シェルのジョブを最新のものに移行するため AWS Glue バージョン:
• コンソールで、[Python 3 (Glue Version 1.0)] を選択します。
• CreateJob/UpdateJob API で、GlueVersion パラメータを 1.0 に、Command パラメータで
PythonVersion を 3 に設定します。
• ジョブスクリプトを Python 3 と互換性を持たせる必要があります。

AWS Glue でジョブを作成する
AWS Glue ジョブには、ソースデータに接続して処理し、データターゲットに書き出すスクリプトがカプ
セル化されています。通常、ジョブは、抽出、変換、ロード (ETL) スクリプトを実行します。ジョブで
は、汎用 Python スクリプト (Python シェルジョブ) を実行することもできます。AWS Glue トリガーで
は、スケジュールまたはイベントに基づいて、またはオンデマンドでジョブを開始できます。ジョブ実行
をモニタリングすると、完了ステータス、継続時間、開始時間などのランタイムメトリクスを知ることが
できます。
AWS Glue で生成されたスクリプトを使用することも、独自のスクリプトを使用することもできます。
ソーススキーマとターゲット位置またはスキーマを指定すると、AWS Glue コードジェネレーターで
Apache Spark API (PySpark) スクリプトを自動的に作成できます。このスクリプトを出発点として使用
し、目標に合わせて編集できます。
AWS Glue は、JSON、CSV、ORC (Optimized Row Columnar)、Apache Parquet、Apache Avro などのい
くつかのデータ形式で出力ファイルを書き込むことができます。一部のデータ形式では、一般的な圧縮形
式を記述できます。

AWS Glue でジョブを追加する
AWS Glue のジョブには、Spark、ストリーミング ETL、Python シェルの 3 タイプがあります。
• Spark ジョブは、AWS Glue によって管理される Apache Spark 環境で実行されます。データはバッチ
で処理されます。
• ストリーミング ETL ジョブは Spark ジョブに似ていますが、データストリームで ETL を実行する点が
異なります。このタイプのジョブでは Apache Spark 構造化ストリーミングフレームワークが使用され
ます。一部の Spark ジョブ機能は、ストリーミング ETL ジョブでは使用できません。
• Python シェルジョブは Python スクリプトをシェルとして実行し、使用している AWS Glue バージョン
に応じた Python バージョンをサポートします。このタイプのジョブでは、Apache Spark 環境を必要と
しないタスクをスケジュールして実行できます。
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AWS Glue コンソールでのジョブの使用
AWS Glue でのジョブは、抽出、変換、ロード (ETL) 作業を実行するビジネスロジックで構成されます。
コンソールの [ETLAWS Glue] セクションでジョブを作成できます。
既存のジョブを表示するには、AWS Management Console にサインインし、AWS Glue コンソール
(https://console.aws.amazon.com/glue/) を開きます。その後、 の [ジョブAWS Glue] タブを選択します。
[Jobs] (ジョブ) リストは、ジョブが最後に変更されたとき各ジョブに関連付けられたスクリプトの場所、
および現在のジョブのブックマークオプションを表示します。
[Jobs] (ジョブ) リストから、以下の操作を実行できます。
• 既存のジョブを開始するには、[Action] (アクション) を選択し、[Run job] (ジョブの実行) を選択しま
す。
• Running または Starting を停止するには、[Action] (アクション) を選択し、[Stop job run] (ジョブ実
行の停止) を選択します。
• ジョブを開始するトリガーを追加するには、[Action] (アクション)、[Choose job triggers] (ジョブ選択ト
リガー) の順に選択します。
• 既存のジョブを変更するには、[Action] (アクション) を選択し、[Edit job] (ジョブの編集) または [Delete]
(削除) を選択します。
• ジョブに関連付けられたスクリプトを変更するには、[Action] (アクション)、[Edit script] (スクリプトの
編集) の順に選択します。
• ジョブに関して AWS Glue が保存した状態情報をリセットするには、[アクション]、[ジョブブックマー
クのリセット] の順に選択します。
• このジョブのプロパティで開発エンドポイントを作成するには、[Action] (アクション)、[Create
development endpoint] (開発エンドポイントの作成) の順に選択します。

コンソールを使用して新しいジョブを追加するには
1.

AWS Glue コンソールを開き、[ジョブ] タブを選択します。

2.

[Add job] (ジョブの追加) を選択して、[Add job] (ジョブの追加) ウィザードの手順に従います。
ジョブのスクリプトを AWS Glue で生成することに決定した場合は、ジョブプロパティ、データソー
ス、およびデータターゲットを指定し、ソース列をターゲット列にマッピングするスキーマを確認し
ます。生成されたスクリプトは、ETL 作業を実行するためにコードを追加する開始点となります。ス
クリプトでコードを確認し、ビジネスニーズに合わせて変更します。

Note
生成されたスクリプトでジョブを追加するための詳細な手順については、コンソールの [Add
job (ジョブの追加)] チュートリアルを参照してください。
必要に応じて、ジョブにセキュリティ設定を追加して、保管時の暗号化オプションを指定することが
できます。
スクリプトを提供または記述した場合、ジョブがソース、ターゲット、および変換を定義します。
ただし、ジョブのスクリプトで必要な接続を指定する必要があります。独自のスクリプトの作成に
ついては、「独自のカスタムスクリプトの提供 (p. 303)」を参照してください。

Note
ジョブは、作成時に指定する [IAM role] (IAM ロール) のアクセス権限があるものと想定していま
す。この IAM ロールには、データソースからデータを抽出してターゲットに書き込むためのアク
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セス権限が必要です。AWS Glue コンソールには、AWS Glue プリンシパルサービスの信頼ポリ
シーがアタッチされた IAM ロールだけがリスト表示されています。AWS Glue のロールの指定の
詳細については、「アイデンティティベースのポリシー (p. 1058)」を参照してください。
AWS KMS で暗号化された Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) データをジョブで読み
取る場合は、KMS キーの復号化のアクセス許可が [IAM role] (IAM ロール) に必要です。詳細につ
いては、ステップ 2: AWS Glue 用の IAM ロールを作成する (p. 17) を参照してください。

Important
ジョブ実行における既知の問題については、「AWS Glue のエラーのトラブルシューティン
グ (p. 1099)」を確認してください。
各ジョブに必要なプロパティの詳細については、「Spark ジョブのジョブプロパティの定義 (p. 296)」を
参照してください。
生成されたスクリプトでジョブを追加するための詳細な手順については、 コンソールの「[Add jobAWS
Glue] (ジョブの追加) チュートリアル」を参照してください。

ジョブの詳細の表示
ジョブの詳細を表示するには、[Jobs] (ジョブ) リストでジョブを選択し、以下のタブにある情報を表示し
ます。
• 履歴
• 詳細
• スクリプト
• メトリクス

履歴
[History] (履歴) タブには、ジョブ実行の履歴とジョブの過去の成功の度合いが表示されます。ジョブごと
に、実行メトリクスには次のものが含まれます。
• [実行 ID] は、このジョブの実行ごとに AWS Glue によって作成される識別子です。
• [再試行] は、AWS Glue が自動的に再試行する必要の合ったジョブの試行回数を示します。
• [Run status] (実行ステータス) は、最新の実行を一番上に、それぞれの実行の成功が表示されます。ジョ
ブが Running または Starting である場合、この列のアクションアイコンを選択して停止できます。
• [Error (エラー)] には、実行が正常に行われなかった場合のエラーメッセージの詳細が表示されます。
• [ログ] は、このジョブ実行の stdout に書き込まれたログにリンクされています。
[Logs] (ログ) リンクをクリックすると、Amazon CloudWatch Logs に移動します。ここでは、AWS
Glue Data Catalog で作成されたテーブルに関する詳細と、発生したエラーをすべて確認できます。
ログの保持期間は、CloudWatch コンソールで管理できます。デフォルトのログ保持期間は Never
Expire です。保持期間を変更する方法の詳細については、Amazon CloudWatch Logs ユーザーガイ
ドの「CloudWatch Logs でログデータ保管期間を変更する」を参照してください。
• [エラーログ] は、このジョブ実行の stderr に書き込まれたログにリンクされています。
このリンクをクリックすると CloudWatch Logs に移動します。ここでは、発生したエラーに関する詳細
を表示できます。ログの保持期間は、CloudWatch コンソールで管理できます。デフォルトのログ保持
期間は Never Expire です。保持期間を変更する方法の詳細については、Amazon CloudWatch Logs
ユーザーガイドの「CloudWatch Logs でログデータ保管期間を変更する」を参照してください。
• [実行時間] は、ジョブ実行でリソースを消費した時間を示します。ジョブ実行でリソースの消費を開始
した時点から終了した時点までの時間が計算されます。
• [Timeout] (タイムアウト) は、ジョブ実行が停止してタイムアウトステータスに移行するまでに、リソー
スを消費できる最大実行時間を示します。
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• [Delay] (遅延) は、ジョブ遅延通知を送信するまでのしきい値を示します。ジョブ実行時間がこのしきい
値に達すると、AWS Glue は CloudWatch Events に「Glue Job Run Status (Glue ジョブ実行状況)」通
知を送信します。
• [Triggered by] (トリガー元) には、このジョブ実行を開始するために発生したトリガーが表示されます。
• [Start time] (開始時間) にはジョブが開始した日付と時刻 (現地時間) が表示されます。
• [End time] (終了時間) にはジョブが終了した日付と時刻 (現地時間) が表示されます。
特定のジョブの実行の場合、実行メトリクスの表示を行うことができます。選択したジョブ実行のメトリ
クスに関するグラフが表示されます。メトリクスを有効にしてグラフを解釈する方法の詳細については、
「ジョブのモニタリングとデバッグ (p. 350)」を参照してください。

詳細
[Details] (詳細) タブには、ジョブの属性が含まれています。ジョブ定義の詳細が表示され、このジョブを
開始できるトリガーが一覧表示されます。リスト内のいずれかのトリガーが発生するたびに、ジョブが開
始されます。トリガーのリストについては、詳細には次のものがあります。
• [Trigger name] (トリガー名) には、発生するとこのジョブを開始するトリガーの名前が表示されます。
• [Trigger type] (トリガータイプ) には、このジョブを開始するトリガーのタイプが一覧表示されます。
• [Trigger status] (トリガーのステータス) には、トリガーが作成済み、有効化、無効化のいずれかが表示
されます。
• [Trigger parameters] (トリガーのパラメータ) には、トリガーが発生する時を定義するパラメータが表示
されます。
• [Jobs to trigger (トリガーするジョブ)] には、このトリガーが発生したら開始するジョブのリストが表示
されます。

Note
[詳細] タブには、ソースやターゲットの情報は含まれません。ソースやターゲットの詳細を表示
するには、スクリプトを確認します。

スクリプト
[Script] (スクリプト) タブには、ジョブが開始したら実行するスクリプトが表示されます。このタブから
[Edit script] (スクリプトの編集) ビューを呼び出すことができます。AWS Glue コンソールでのスクリプト
エディタの詳細については、「仕事 (レガシー) (p. 302)」を参照してください。スクリプトで呼び出され
る関数については、「PySpark で AWS Glue ETL スクリプトをプログラムする (p. 502)」を参照してく
ださい。

メトリクス
[Metrics] (メトリクス) タブには、ジョブが実行され実行とプロファイリングが有効になっているときに収
集されるメトリクスが表示されます。以下のグラフが表示されます。
• ETL データ移動
• メモリプロファイル: ドライバーおよびエグゼキュター
[View additional metrics (追加のメトリクスの表示)] を選択し、以下のグラフを表示します。
• ETL データ移動
• メモリプロファイル: ドライバーおよびエグゼキュター
• エグゼキュター間のデータシャッフル
• CPU 負荷: ドライバーおよびエグゼキュター
• ジョブの実行: アクティブなエグゼキュター、完了したステージ、必要な最大エグゼキュター
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これらのグラフのデータは、ジョブでメトリクスの収集が有効になっている場合に CloudWatch メトリク
スにプッシュされます。メトリクスを有効にしてグラフを解釈する方法の詳細については、「ジョブのモ
ニタリングとデバッグ (p. 350)」を参照してください。

Example ETL データ移動グラフ
ETL データ移動グラフには、以下のメトリクスが表示されます。
• すべてのエグゼキュターにより Amazon S3 から読み取られたバイト数 –
glue.ALL.s3.filesystem.read_bytes (p. 343)
• すべてのエグゼキュターにより Amazon S3 に書き込まれたバイト数 –
glue.ALL.s3.filesystem.write_bytes (p. 344)

Example メモリプロファイルグラフ
メモリプロファイルグラフには、以下のメトリクスが表示されます。
• このドライバーの JVM ヒープにより使用されるメモリの割合を、スケール 0～1 で、ドライバーご
と、executorId により識別されるエグゼキュターごと、またはすべてのエグゼキュターごとに表示 –
• glue.driver.jvm.heap.usage (p. 341)
• glue.executorId.jvm.heap.usage (p. 341)
• glue.ALL.jvm.heap.usage (p. 341)

Example エグゼキュター間のデータシャッフルグラフ
エグゼキュター間でのデータシャッフルグラフには、以下のメトリクスが表示されます。
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• すべてのエグゼキュター間でデータをシャッフルするためにそれらのエグゼキュターにより読み取られ
たバイト数 — glue.driver.aggregate.shuffleLocalBytesRead (p. 337)
• すべてのエグゼキュター間でデータをシャッフルするためにそれらのエグゼキュターにより書き込まれ
たバイト数 — glue.driver.aggregate.shuffleBytesWritten (p. 336)

Example CPU ロードグラフ
CPU ロードグラフには、以下のメトリクスが表示されます。
• 使用された CPU システムロードの割合を、スケール 0～1 で、ドライバーごと、executorId により識別
されるエグゼキュターごと、またはすべてのエグゼキュターごとに表示 –
• glue.driver.system.cpuSystemLoad (p. 345)
• glue.executorId.system.cpuSystemLoad (p. 345)
• glue.ALL.system.cpuSystemLoad (p. 345)

Example ジョブの実行グラフ
ジョブの実行グラフには、以下のメトリクスが表示されます。
• アクティブに実行されているエグゼキュターの数 —
glue.driver.ExecutorAllocationManager.executors.numberAllExecutors (p. 339)
• 完了したステージの数 — glue.aggregate.numCompletedStages (p. 333)
• 必要なエグゼキュターの最大数 —
glue.driver.ExecutorAllocationManager.executors.numberMaxNeededExecutors (p. 340)
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AWS Glue ジョブ実行ステータス
AWS Glue 抽出、変換、ロード (ETL) ジョブのステータスは、実行中または停止後に表示できます。ス
テータスは AWS Glue コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または AWS Glue API の
GetJobRun アクションで表示できます。
ジョブ実行ステータスに
は、STARTING、RUNNING、STOPPING、STOPPED、SUCCEEDED、FAILED、ERROR、WAITING、TIMEOUT
があります。
WAITING 状態は、Flex ジョブの実行がリソース待ちであることを示しています。
次の表に、ジョブの異常終了を示すステータスを一覧表示します。
ジョブ実行ステータス

説明

FAILED

ジョブが許容される最大同時実行数を超えている
か、不明な終了コードで終了しました。

ERROR

ワークフロー、スケジュールトリガー、またはイ
ベントトリガーが削除されたジョブを実行しよう
としました。

TIMEOUT

ジョブの実行時間が、指定されたタイムアウト値
を超えました。

WAITING

サービスが実行を開始するのに十分なリソース
を取得できない場合、新しいジョブの実行は
WAITING 状態になり、実行の開始が遅れます。実
行は最大 20 分間にわたって WAITING 状態になり
ます (タイムアウト時間はサービスが制御)。15 分
経過すると、サービスは強制起動を試み、使用可
能な容量に応じて実行が開始するか失敗し、適切
なエラーメッセージが表示されます。

Apache Spark プログラムを AWS Glue に移行する
Apache Spark は、大規模なデータセットで実行される分散コンピューティングワークロード向けのオー
プンソースプラットフォームです。AWS Glue は、Spark の機能を活用して ETL に最適化されたエクス
ペリエンスを提供します。Spark プログラムは、AWS Glue に移行することで機能を最大限に活用できま
す。AWS Glue は、Amazon EMR の Apache Spark と同等のパフォーマンス向上を実現します。

Spark コードを実行する
ネイティブ Spark コードは、AWS Glue 環境で追加設定なしですぐに使用できます。スクリプトは多くの
場合、インタラクティブセッションに適したワークフローであるコードを繰り返し変更することによって
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開発されます。ただし、既存のコードの方が AWS Glue ジョブでの実行に適しています。これにより、ス
クリプトを実行するたびにログとメトリクスをスケジュールし、一貫して取得できます。コンソールから
既存のスクリプトをアップロードして編集できます。
1.

スクリプトのソースを取得します。この例では、Apache Spark リポジトリのサンプルスクリプトを使
用します。バイナライザーの例

2.

AWS Glue コンソールで、左側のナビゲーションペインを展開し、[ETL] > [Jobs] (ジョブ) を選択しま
す。
[Create job] (ジョブの作成) パネルで、[Spark script editor] (Spark スクリプトエディタ) を選択しま
す。[Options] (オプション) セクションが表示されます。[Options] (オプション) で [Upload and edit an
existing script] (既存のスクリプトのアップロードと編集) を選択します。
[File upload] (ファイルのアップロード) セクションが表示されます。[File upload] (ファイルのアップ
ロード) で [Choose file] (ファイルを選択) をクリックします。システムファイル選択ダイアログが表
示されます。binarizer_example.py を保存した場所に移動してこの場所を選択し、選択を確定し
ます。
[Create job] (ジョブの作成) パネルのヘッダーに [Create] (作成) ボタンが表示されます。このボタンを
クリックします。

3.

ブラウザがスクリプトエディタに移動します。ヘッダーで、[Job details] (ジョブの詳細) タブをクリッ
クします。[Name] (名前) と [IAM Role] (IAM ロール) を設定します。AWS Glue IAM ロールについて
は、「X セクション」をご覧ください。
必要に応じて、[Requested number of workers] (要求されたワーカー数) を 2 に、[Number of retries]
(再試行回数) を 1 に設定します。これらのオプションは本番ジョブを実行する場合に役立ちますが、
無効にすると、機能をテストする際のエクスペリエンスが合理化されます。
タイトルバーで、[Save] (保存) をクリックし、続いて [Run] (実行) をクリックします。
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4.

[Runs] (実行) タブに移動します。ジョブの実行に対応するパネルが表示されます。数分間待機した
後、ページが自動的に更新され、[Run status] (実行ステータス) の下に[Succeeded] (成功) が表示され
ます。

5.

出力を調べて、Spark スクリプトが意図したとおりに実行されたことを確認する必要があります。こ
の Apache Spark サンプルスクリプトは、出力ストリームに文字列を書き込む必要があります。これ
は、実行が成功したジョブのパネル内の [Cloudwatch Logs] の下にある [Output logs] (出力ログ) に移
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動して確認できます。ジョブ実行 ID をメモします。これは、jr_で始まる [ID] ラベルの下に生成され
ます。
これにより、CloudWatch コンソールが開き、デフォルトの AWS Glue ロググループ/aws-glue/
jobs/outputのコンテンツを視覚化するように設定されます。これで、ジョブ実行 ID のログスト
リームのコンテンツに絞り込まれます。各ワーカーはログストリームを生成し、[Log streams] (ログ
ストリーム) の下の行として表示されます。1 人のワーカーが要求されたコードを実行しているはず
です。正しいワーカーを特定するには、すべてのログストリームを開く必要があります。適切なワー
カーが見つかると、次の画像に示すように、スクリプトの出力が表示されます。

Spark プログラムの移行に必要な一般的な手順
Spark バージョンサポートの評価
AWS Glue リリースバージョンは、AWS Glue ジョブで使用できる Apache Spark と Python のバージョン
を決定します。AWS Glue バージョンとそのサポート対象については、「the section called “AWS Glue の
バージョン” (p. 268)」をご覧ください。特定の AWS Glue 機能にアクセスするには、Spark プログラム
を新しいバージョンの Spark と互換性があるように更新する必要がある場合があります。

サードパーティライブラリを含める
既存の Spark プログラムの多くは、プライベートアーティファクトとパブリックアーティファクトの両方
に依存しています。AWS Glue は、Scala ジョブの JAR スタイルの依存関係と、Python ジョブのホイール
とソース Pure-Python 依存関係をサポートします。
Python-Python の依存関係については、「the section called “Python ライブラリ” (p. 506)」を参照してく
ださい。
一般的な Python の依存関係は、一般的に要求される Pandas ライブラリなどを含めて AWS Glue 環境で
提供されています。依存関係は AWS Glue バージョン 2.0 以降に含まれています。提供されるモジュー
ルの詳細については、「the section called “AWS Glue で提供済みの Python モジュール” (p. 507)」を参
照してください。デフォルトで含まれている依存関係の別のバージョンをジョブに提供する必要がある場
合は、--additional-python-modules を使用します。ジョブ引数の詳細については、「the section
called “ジョブのパラメータ” (p. 292)」を参照してください。
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追加の Python 依存関係は、--extra-py-files ジョブ引数で指定できます。Spark プログラムからジョ
ブを移行する場合、このパラメータは良いオプションです。PySpark の --py-files フラグと機能的
に同等で、同じ制限が適用されるからです。--extra-py-files パラメータの詳細については、「the
section called “PySpark のネイティブ機能を使用して Python ファイルを含める” (p. 507)」を参照してく
ださい。
新しいジョブについては、--additional-python-modules 引数を使用してPython の依存関係を管
理できます。この引数を使用すると、より徹底した依存関係管理が可能になります。このパラメータ
は、Amazon Linux 2 と互換性のあるネイティブコードバインディングを含むホイールスタイルの依存関係
をサポートします。
Scala
追加の Scala 依存関係は、--extra-jars ジョブ引数で指定できます。依存関係は Amazon S3 でホスト
されている必要があり、引数の値は、スペースを含まない Amazon S3 パスのカンマ区切りリストである
必要があります。依存関係をホストして設定する前に再バンドルすると、設定を管理しやすくなる場合が
あります。AWS GlueJAR 依存関係には Java バイトコードが含まれており、任意の JVM 言語から生成で
きます。Java などの他の JVM 言語を使用して、カスタムの依存関係を記述できます。

データソース認証情報の管理
既存の Spark プログラムには、データソースからデータを取得するための複雑な構成またはカスタム構成
が付属している場合があります。一般的なデータソース認証フローは、AWS Glue 接続でサポートされま
す。AWS Glue 接続の詳細については、「AWS Glue Data Catalog での接続の定義 (p. 61)」を参照してく
ださい。
AWS Glue 接続は、主に次の 2 つの方法 (ライブラリへのメソッド呼び出しと、AWS コンソールで
[Additional network connection] (追加のネットワーク接続) を設定する) を通じて、ジョブをさまざまなタ
イプのデータストアに接続しやすくします。また、接続から情報を取得するため、ジョブ内からの AWS
SDK を呼び出すこともできます。
メソッドの呼び出し – AWS Glue 接続は、AWS Glue データカタログと密接に統合されています。これ
は、データセットに関する情報と、この情報が反映された AWS Glue 接続の操作に使用できるメソッ
ドの管理に利用できます。JDBC 接続で再利用したい既存の認証設定がある場合は、GlueContext の
extract_jdbc_conf メソッドを介して AWS Glue 接続の設定にアクセスできます。詳細については、
「the section called “extract_jdbc_conf” (p. 583)」を参照してください。
コンソール設定 – AWS Glue ジョブは、関連する AWS Glue 接続を使用して Amazon VPC サブネットへ
の接続を設定します。セキュリティ資料を直接管理している場合は、AWSコンソールで、NETWORK タイ
プ [Additional network connection] (追加のネットワーク接続) を指定してルーティングを設定します。AWS
Glue 接続 API の詳細については、「the section called “接続” (p. 810)」を参照してください
Spark プログラムにカスタム認証フローまたは一般的でない認証フローがある場合、セキュリティ資料を
ハンズオンで管理する必要があるかもしれません。AWS Glue 接続が適切でない場合、セキュリティ資料
をシークレットマネージャーで安全にホストし、ジョブで提供される boto3 または AWS SDK を介してア
クセスします。

Apache Spark の設定
複雑な移行では、ワークロードに対応するために Spark 設定が変更されることがよくあります。Apache
Spark の最新バージョンでは、ランタイム設定を SparkSession で設定できます。AWS Glue3.0 以降の
ジョブでは SparkSession が提供され、ランタイム設定の変更ができます。Apache Spark 設定。Spark
のチューニングは複雑で、AWS Glue は、すべての Spark 設定に対するサポートを保証するものではあり
ません。移行に相当する Spark レベルの設定が必要な場合は、サポートにお問い合わせください。

カスタム設定のセット
移行された Spark プログラムは、カスタム設定を選択するように設計されている場合があります。AWS
Glue はジョブ引数を使用して、ジョブとジョブの実行レベルで構成を設定できます。ジョブ引数の詳細
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については、「the section called “ジョブのパラメータ” (p. 292)」を参照してください。ライブラリを
通じて、ジョブのコンテキスト内でジョブの引数にアクセスできます。AWS Glue は、ジョブに設定さ
れた引数とジョブ実行時に設定された引数の間で一貫したビューを提供するユーティリティ関数を提供
します。Python の「the section called “getResolvedOptions” (p. 524)」、Scala の「the section called
“GlueArgParser” (p. 676)」を参照してください。

Java コードの移行
「the section called “サードパーティライブラリ” (p. 290)」で説明されているように、Java や Scala な
どの JVM 言語で生成されたクラスを依存関係に含めることができます。依存関係には main メソッドが
含まれます。AWS Glue Scala ジョブのエントリポイントとして、依存関係内に main メソッドを使用で
きます。これにより、Java に main メソッドを記述するか、独自のライブラリ標準にパッケージ化された
main メソッドを再使用できます。
依存関係から main メソッドを使用するには、次のいずれかの方法を実行します: デフォルトの GlueApp
オブジェクトを提供する編集ペインの内容をクリアします。依存関係内のクラスの完全修飾名を、キー -class を使用したジョブ引数として指定します。これで、ジョブ実行をトリガーできるようになります。
AWS Glue が main メソッドに引き渡す引数の順序や構造は設定できません。既存のコードで、AWS
Glue の設定を読み取る必要がある場合、以前のコードとの非互換性を引き起こす可能性がありま
す。getResolvedOptions を使用していると、このメソッドを呼び出すのに適した条件もありませ
ん。AWS Glue で生成されたメインメソッドから依存関係を直接呼び出すことをおすすめします。この例
については、以下の AWS Glue ETL スクリプトをご覧ください。
import com.amazonaws.services.glue.util.GlueArgParser
object GlueApp {
def main(sysArgs: Array[String]) {
val args = GlueArgParser.getResolvedOptions(sysArgs, Seq("JOB_NAME").toArray)
// Invoke static method from JAR. Pass some sample arguments as a String[], one defined
inline and one taken from the job arguments, using getResolvedOptions
com.mycompany.myproject.MyClass.myStaticPublicMethod(Array("string parameter1",
args("JOB_NAME")))

}

}

// Alternatively, invoke a non-static public method.
(new com.mycompany.myproject.MyClass).someMethod()

AWS Glue によって使用されるジョブパラメータ
AWSGlue Jobsは、このドキュメントに記載されている引数で設定できます。Job は、コンソール
のJob 詳細タブのJob パラメータの見出しで構成できます。また、AWS CLI を介して、ジョブに
DefaultArguments あるいは NonOverridableArguments を設定するかジョブ実行に Arguments を
設定することで、ジョブの設定を行えます。デフォルト引数とJob パラメータは、複数回実行し、Job に
残ります。詳細については、AWS Glue API の「the section called “ジョブ” (p. 895)」を参照してくださ
い。
以下は、特殊なパラメータをセットするために --arguments を使用する、ジョブ実行の構文例です。
$ aws glue start-job-run --job-name "CSV to CSV" --arguments='--scriptLocation="s3://
my_glue/libraries/test_lib.py"'

AWS Glue は、ジョブおよびジョブ実行のスクリプト環境をセットアップするために使用できるいくつか
の引数名を認識します。
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• --job-language – スクリプトプログラミング言語。この値は scala または python のいずれかであ
る必要があります。このパラメータが存在しない場合、デフォルトで python が使用されます。
• --class – Scala スクリプトのエントリポイントとなる Scala クラス。これは、--job-language を
scala に設定した場合にのみ適用されます。
• --scriptLocation – ETL スクリプトが配置されている Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
の場所 (s3://path/to/my/script.py 形式)。このパラメータは、JobCommand オブジェクトで設定
されているスクリプトの場所を上書きします。
• --additional-python-modules — インストールする Python パッケージのセットを表すカンマ区切
りのリスト。パッケージのインストールは、PyPI からでも、カスタムディストリビューションを提供す
ることでも行えます。PyPI パッケージのエントリは、ターゲットパッケージの PyPI 名とバージョンを
含む、package==version のような形式になります。カスタムディストリビューションエントリとは
S3 のパスであり、ディストリビューションを指しています。
エントリは Python のバージョンマッチングを使用して、パッケージとバージョンの照合を行います。
つまり、2 つの等号 (==) を使用する必要があります。バージョンマッチングには他の演算子もありま
す。詳細については「PEP 440」を参照してください。
• --python-modules-installer-option - --additional-python-modules でモジュールをイン
ストールする場合に、pip3 に渡されるオプションを定義するプレーンテキストの文字列。コマンドラ
インの場合と同様に、スペースで区切り、先頭にダッシュを付けてオプションを指定します。使用方法
の詳細については、「the section called “AWS Glue 2.0 の pip を使用した追加 Python モジュールのイン
ストール” (p. 506)」(Python モジュールのサポートの追加) を参照してください。
• --extra-py-files – スクリプトを実行する前に、AWS Glue が Python パスに追加する Python モ
ジュールを指す Amazon S3 パス。複数の値はコンマ (,) で区切られた完全なパスでなければなりませ
ん。ディレクトリパスではなく、個別のファイルのみがサポートされています。
• --extra-jars – スクリプトを実行する前に、.jar が Java クラスパスに追加する AWS Glue ファイ
ルを指す Amazon S3 パス。複数の値はコンマ (,) で区切られた完全なパスでなければなりません。
• --user-jars-first – この値に true を設定した場合、クラスパス内にユーザーが追加した JAR
ファイルが優先されます。このオプションは、AWS Glue バージョン 2.0 以降でのみ使用可能です。
• --use-postgres-driver – この値に true を設定した場合、Amazon Redshift の JDBC ドライバー
との競合を避けるために、クラスパスにある Postgres JDBC ドライバーが優先されます。このオプショ
ンは、AWS Glue バージョン 2.0 以降でのみ使用可能です。
• --extra-files – スクリプトを実行する前に、AWS Glue がスクリプトの作業ディレクトリにコピー
する、設定ファイルなどの追加ファイルを指す Amazon S3 のパス。複数の値はコンマ (,) で区切られた
完全なパスでなければなりません。ディレクトリパスではなく、個別のファイルのみがサポートされて
います。
• --disable-proxy-v2 — サービスプロキシを無効にして、スクリプトから VPC を経由して発信され
る Amazon S3、CloudWatch、および AWS Glue に対する AWS のサービスの呼び出しを許可します。
詳細については、「すべての AWS コールを VPC を経由するように設定する」を参照してください。
• --job-bookmark-option – ジョブブックマークの動作をコントロールします。次のオプション値を
設定できます。
‑‑job‑bookmark‑option 値

説明

job-bookmark-enable

以前に処理されたデータを追跡します。ジョブが実行され
ると、最後のチェックポイントから新しいデータを処理しま
す。

job-bookmark-disable

常にデータセット全体を処理します。以前のジョブからの出
力の管理は、ユーザーが行います。

job-bookmark-pause

最後のブックマークの状態は更新せずに、最後に正常に実行
された後の増分データ、または次のサブオプションで識別さ
れる範囲内のデータを処理します。以前のジョブからの出力
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‑‑job‑bookmark‑option 値

説明
の管理は、ユーザーが行います。2 つのサブオプションは以
下のとおりです。
• job-bookmark-from <from-value> は、指定された
実行 ID を含む最後に成功した実行までに処理されたすべ
ての入力を表す実行 ID です。対応する入力は無視されま
す。
• job-bookmark-to <to-value> は、指定された実行
ID を含む最後に成功した実行までに処理されたすべての
入力を表す実行 ID です。<from-value> によって識別
される入力を除く対応する入力は、ジョブによって処理さ
れます。この入力より後の入力も処理対象から除外されま
す。
このオプションが設定されている場合、ジョブのブックマー
クの状態は更新されません。
サブオプションはオプションです。ただし、使用する場合
は、両方のサブオプションを指定する必要があります。

例えば、ジョブブックマークを有効にするには、以下の引数を渡します。
'--job-bookmark-option': 'job-bookmark-enable'

• --TempDir – ジョブの一時ディレクトリに使用するためのバケットを指す、Amazon S3 のパスを指定
します。
例えば、一時ディレクトリを設定するには、以下の引数を渡します。
'--TempDir': 's3-path-to-directory'

Note
AWS Glue では、リージョンにバケットが存在しない場合、ジョブの一時バケットが作成され
ます。このバケットは、パブリックアクセスを許可する場合があります。この Amazon S3 に
置かれたバケットは、パブリックアクセスブロックを構成するために設定することができま
す。また、そのリージョンのすべてのジョブが完了した後に削除することが可能です。
• --enable-auto-scaling — 値を true に設定した場合、Auto Scaling およびワーカーごとの課金が
有効になります。
• --enable-s3-parquet-optimized-committer – Parquet データを Amazon S3 に書き込むた
めに、EMRFS S3 最適化コミッターを有効にします。AWS Glue ジョブを作成または更新するとき
に、AWS Glue コンソールからパラメータ/値のペアを指定できます。値を true に設定すると、コミッ
ターが有効になります。デフォルトでは、このフラグはオフになっています。
詳細については、「EMRFS S3 向けに最適化されたコミッターの使用」を参照してください。
• --enable-rename-algorithm-v2 – EMRFS 名前変更アルゴリズムのバージョンをバージョン 2 に
設定します。Spark ジョブがパーティションの動的な上書きモードを使用している場合、パーティショ
ンが重複して作成される可能性があります。例えば、s3://bucket/table/location/p1=1/p1=1
のような重複したパーティション作成されます。ここで、P1 は上書きされているパーティションです。
名前変更アルゴリズムのバージョン 2 では、この問題が修正されています。
このオプションは、AWS Glue バージョン 1.0 でのみ使用できます。
• --enable-glue-datacatalog – AWS Glue Data Catalog の、Apache Spark Hive メタストアとして
の使用を有効化します。この機能を有効にするにはキーのみを指定します (値は必要ありません)。
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• --enable-metrics – このジョブを実行するためのジョブプロファイリングに関する、メトリクスの
収集を有効化します。これらのメトリクスは、AWS Glue コンソール および Amazon CloudWatch コン
ソールから利用が可能です。メトリクスを有効にするには、キーを指定します。値は必要ありません。
• --enable-continuous-cloudwatch-log － AWS Glue ジョブのリアルタイムの連続ログ記録を有
効にします。Apache Spark ジョブに関するリアルタイムのログは、CloudWatch で表示できます。
• --enable-continuous-log-filter – 連続ログ記録を有効にしながらジョブを作成または編集す
る際に、標準フィルター (true) またはフィルターなし (false) を指定します。標準フィルタを選択す
ると、無用な Apache Spark ドライバー/エグゼキュータや Apache Hadoop YARN ハートビートのログ
メッセージは除外されます。フィルタなしを選択すると、すべてのログメッセージが表示されます。
• --enable-job-insights - AWS Glue のジョブ実行インサイトによる追加のエラー分析のモニタリン
グを有効にします。詳細については、「」を参照してくださいthe section called “AWS Glue ジョブ実行
インサイトでのモニタリング” (p. 327) デフォルトでは、値は true に設定されており、ジョブ実行イ
ンサイトは有効になっています。
このオプションは、AWS Glue バージョン 2.0 および 3.0 で使用できます。
• --continuous-log-logGroup – 連続ロギングが有効なジョブに対し、カスタム Amazon
CloudWatch ロググループ名を指定します。
• --continuous-log-logStreamPrefix – 連続ロギングが有効なジョブに対し、カスタム
CloudWatch ログのストリームプレフィックスを指定します。
• --continuous-log-conversionPattern – 連続ログが有効なジョブに対し、カスタム変換ログ
パターンを指定します。変換パターンは、ドライバーログとエグゼキューターログにのみ適用されま
す。AWS Glue の進行状況バーには影響しません。
• --enable-spark-ui – true を設定した場合、Spark UI を使用して AWS Glue ETLジョブのモニタリ
ングとデバッグを行う機能が有効になります.
• --spark-event-logs-path – Amazon S3 パスを指定します。Spark UI モニタリング機能を使用する
場合、AWS Glue は Spark イベントログを、30 秒ごとに、この Amazon S3 パスの (Spark UI イベント
を保存するための一時ディレクトリとして使用可能な) バケットにフラッシュします。
AWS Glue では内部で以下のような引数を使用するので、それは絶対に使用しないでください。
• --conf — AWS Glue 内部用。設定する必要はありません。
• --debug — AWS Glue 内部用。設定する必要はありません。
• --mode — AWS Glue 内部用。設定する必要はありません。
• --JOB_NAME — AWS Glue 内部用。設定する必要はありません。

AWS GlueSpark と PySpark のジョブ
以下のセクションでは、AWS GlueSpark と PySpark のジョブについて説明します。
トピック
• Spark ジョブと PySpark ジョブをAWS Glueに追加する (p. 296)
• AWS Glue 向けの Auto Scaling の使用 (p. 304)
• ジョブのブックマークを使用した処理済みデータの追跡 (p. 307)
• 実行に上限を設定してワークロードをパーティション化する (p. 313)
• AWS Glue Spark シャッフルマネージャーと Amazon S3 (p. 314)
• モニタリングAWS GlueSpark ジョブ (p. 317)
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Spark ジョブと PySpark ジョブをAWS Glueに追加す
る
以下のセクションでは、Spark と PySpark のジョブをAWS Glueに追加する方法について説明します。
トピック
• AWS Glue でジョブを追加する (p. 296)
• AWS Glueコンソールで Spark スクリプトの編集 (p. 302)

AWS Glue でジョブを追加する
AWS Glue ジョブには、ソースデータに接続して処理し、データターゲットに書き出すスクリプトがカプ
セル化されています。通常、ジョブは、抽出、変換、ロード (ETL) スクリプトを実行します。ジョブで
は、汎用 Python スクリプト (Python シェルジョブ) を実行することもできます。AWS Glue トリガーで
は、スケジュールまたはイベントに基づいて、またはオンデマンドでジョブを開始できます。ジョブ実行
をモニタリングすると、完了ステータス、継続時間、開始時間などのランタイムメトリクスを知ることが
できます。
AWS Glue で生成されたスクリプトを使用することも、独自のスクリプトを使用することもできます。
ソーススキーマとターゲット位置またはスキーマを指定すると、AWS Glue コードジェネレーターで
Apache Spark API (PySpark) スクリプトを自動的に作成できます。このスクリプトを出発点として使用
し、目標に合わせて編集できます。
AWS Glue は、JSON、CSV、ORC (Optimized Row Columnar)、Apache Parquet、Apache Avro などのい
くつかのデータ形式で出力ファイルを書き込むことができます。一部のデータ形式では、一般的な圧縮形
式を記述できます。
AWS Glue のジョブには、Spark、ストリーミング ETL、Python シェルの 3 タイプがあります。
• Spark ジョブは、AWS Glue によって管理される Apache Spark 環境で実行されます。データはバッチ
で処理されます。
• ストリーミング ETL ジョブは Spark ジョブに似ていますが、データストリームで ETL を実行する点が
異なります。このタイプのジョブでは Apache Spark 構造化ストリーミングフレームワークが使用され
ます。一部の Spark ジョブ機能は、ストリーミング ETL ジョブでは使用できません。
• Python シェルジョブは Python スクリプトをシェルとして実行し、使用している AWS Glue バージョン
に応じた Python バージョンをサポートします。このタイプのジョブでは、Apache Spark 環境を必要と
しないタスクをスケジュールして実行できます。

Spark ジョブのジョブプロパティの定義
AWS Glue コンソールでジョブを定義するときに、AWS Glue ランタイム環境をコントロールするための
プロパティの値を指定します。
次のリストは、Spark ジョブのプロパティについて説明しています。Python シェルジョブのプロパティに
ついては、「Python シェルジョブのジョブプロパティの定義 (p. 371)」を参照してください。ストリー
ミング ETL ジョブのプロパティについては、「the section called “ストリーミング ETL ジョブのジョブプ
ロパティの定義” (p. 384)」を参照してください。
プロパティは、AWS Glue コンソールの [Add job] (ジョブの追加) ウィザードに表示された順に一覧表示さ
れます。
名前
UTF-8 文字を 255 文字以内で入力します。
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[IAM role] (IAM ロール)
ジョブ実行とデータストアへのアクセスに使用されるリソースの認証に使用する IAM ロールを指定し
ます。AWS Glue でジョブを実行するためのアクセス権限の詳細については、AWS Glue リソースの
アクセス許可の管理 (p. 1054) を参照してください。
タイプ
実行するジョブ環境のタイプを指定します。
• [Spark] を選択し、ジョブコマンド glueetl を使用して、Apache Spark ETL スクリプトを実行し
ます。
• [Spark Streaming] を選択し、ジョブコマンド gluestreaming を使用して、Apache Spark スト
リーミング ETL スクリプトを実行します。詳細については、the section called “ストリーミング
ETLジョブ” (p. 376) を参照してください。
• [Python シェル] を選択し、ジョブコマンド pythonshell を使用して、Python スクリプトを実行
します。詳細については、AWS Glueでの Python シェルジョブ (p. 371) を参照してください。
AWS Glue バージョン
AWS Glue のバージョンによって、ジョブで使用できる Apache Spark および Python のバージョンが
次の表に指定されているように決まります。
AWS Glue バージョン

サポートされている Spark および Python のバー
ジョン

0.9

• Spark 2.2.1
• Python 2.7

1.0

• Spark 2.4.3
• Python 2.7
• Python 3.6

2.0

• Spark 2.4.3
• Python 3.7

3.0

• Spark 3.1.1
• Python 3.7

AWS Glue バージョンを指定せずに作成されたジョブは、デフォルトで AWS Glue 2.0 に設定されま
す。
このジョブが実行するスクリプト (生成またはカスタムス)
ETL スクリプト内のコードでジョブのロジックを定義します。Python または Scala でスクリプトを
記述できます。ジョブが実行するスクリプトを AWS Glue によって生成するのか、それとも自分で
提供するのかを選択できます。Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) でスクリプト名と場
所を指定します。パスのスクリプトディレクトリと同じ名前のファイルが存在していないことを確
認します。スクリプトの記述の詳細については、「AWS Glueコンソールで Spark スクリプトの編
集 (p. 302)」を参照してください。
Scala クラス名
スクリプトが Scala で記述されている場合は、クラス名を指定する必要があります。AWS Glue 生成
スクリプトのデフォルトのクラス名は [GlueApp] です。
一時ディレクトリ
AWS Glue がスクリプトを実行するときに一時的な中間結果が書き込まれる Amazon S3 の作業ディ
レクトリの場所を指定します。パスの一時ディレクトリと同じ名前のファイルが存在していないこと
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を確認します。このディレクトリは、Amazon Redshift に対して AWS Glue が読み取りと書き込みを
するときに使用します。また、特定の AWS Glue 変換で使用します。

Note
AWS Glue では、リージョンにバケットが存在しない場合、ジョブの一時バケットが作成さ
れます。このバケットは、パブリックアクセスを許可する場合があります。この Amazon S3
に置かれたバケットは、パブリックアクセスブロックを構成するために設定することができ
ます。また、そのリージョンのすべてのジョブが完了した後に削除することが可能です。

Note
ジョブのソースおよびターゲットが、コンソールの [詳細] タブに表示されません。ソースとター
ゲットの詳細を表示するには、スクリプトを確認します。
詳細プロパティ
ジョブのブックマーク
ジョブ実行時に AWS Glue が状態情報を処理する方法を指定します。以前に処理されたデータ
の記憶、状態情報の更新、または状態情報の無視を指定できます。詳細については、the section
called “ジョブのブックマークを使用した処理済みデータの追跡” (p. 307) を参照してください。
モニタリングオプション
ジョブのメトリクス
このジョブの実行時に Amazon CloudWatch メトリクスの作成を有効または無効にします。プロ
ファイリングデータを表示するには、このオプションを有効にする必要があります。メトリクス
を有効にして表示する方法の詳細については、「ジョブのモニタリングとデバッグ (p. 350)」を
参照してください。
連続ログ記録
Amazon CloudWatch への連続ログ記録を有効にします。このオプションが有効になっていない場
合、ログはジョブの完了後にのみ使用できます。詳細については、the section called “AWS Glue
ジョブの連続ログ記録” (p. 346) を参照してください。
Spark UI
このジョブをモニタリングするために Spark UI の使用を有効にします。詳細については、AWS
Glue ジョブ用の Apache Spark ウェブ UI の有効化 (p. 321) を参照してください。
タグ
[タグキー] とオプションの [タグ値] を使用してジョブにタグを付けます。作成されたタグキーは読み
取り専用になります。リソースを整理、識別しやすいように、いくつかのリソースでタグを使用しま
す。詳細については、AWSAWS Glue のタグ (p. 405) を参照してください。
セキュリティ設定、スクリプトライブラリ、ジョブパラメータ
セキュリティ設定
リストからセキュリティ設定を選択します。セキュリティ設定では、Amazon S3 ターゲットの
データの暗号化方法として、暗号化なし、AWS KMS で管理されたキー (SSE-KMS) を使用した
サーバー側の暗号化、または Amazon S3 で管理された暗号化キー (SSE-S3) を使用したサーバー
側の暗号化を指定します。
サーバー側の暗号化
このオプションを選択すると、ETL ジョブが Amazon S3 に書き込むときに、データは SSE-S3
暗号化を使用して保管時に暗号化されます。Amazon S3 のデータターゲットと、Amazon S3 の
一時ディレクトリに書き込まれるデータは、両方とも暗号化されています。このオプションは
ジョブパラメータとして渡されます。詳細については、Amazon Simple Storage Service ユーザー
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ガイドの「Amazon S3 が管理する暗号化キーによるサーバー側の暗号化 (SSE-S3) を使用した
データの保護」を参照してください。

Important
セキュリティ設定を指定している場合、このオプションは無視されます。
Python ライブラリパス、依存 jar パス、および参照ファイルパス
これらのオプションはスクリプトで必要に応じて指定します。ジョブを定義するときに、これら
のオプションのカンマ区切りの Amazon S3 パスを定義できます。ジョブ実行時にこれらのパス
を上書きできます。詳細については、独自のカスタムスクリプトの提供 (p. 303) を参照してく
ださい。
ワーカータイプ
以下のワーカータイプを使用できます。
• Standard – このタイプを選択する場合は、[Maximum capacity] (最大キャパシティー) の値
も指定します。最大キャパシティーは、このジョブの実行時に割り当てることができる AWS
Glue データ処理ユニット (DPU) の数です。DPU は処理能力を相対的に測定するもので、4 個
の vCPU のコンピューティング性能と 16 GB のメモリで構成されています。Standard ワー
カータイプには、50 GB のディスクと 2 個のエグゼキュターがあります。
• G.1X – このタイプを選択する場合は、[Number of workers] (作業者数) の値も指定します。各
ワーカーは 1 DPU (4 vCPU、16 GB のメモリ、64 GB のディスク) にマッピングされており、
ワーカーごとに 1 個のエグゼキュターがあります。メモリを大量に消費するジョブには、こ
のワーカータイプをお勧めします。これが AWS Glue バージョン 2.0 以降のジョブの [Worker
type] (作業者タイプ) のデフォルトです。
• G.2X – このタイプを選択する場合は、[Number of workers] (作業者数) の値も指定します。各
ワーカーは 2 DPU (8 vCPU、32 GB のメモリ、128 GB のディスク) にマッピングされており、
ワーカーごとに 1 個のエグゼキュターがあります。メモリを大量に消費するジョブには、機械
学習変換を実行するこのワーカータイプをお勧めします。
• G.025X – このタイプを選択する場合は、[Number of workers] (作業者数) の値も指定します。
各ワーカーは 0.25 DPU (2 vCPU、4 GB のメモリ、64 GB のディスク) にマッピングされてお
り、ワーカーごとに 1 個の Executor があります。少量のストリーミングジョブには、このワー
カータイプをお勧めします。このワーカータイプは、AWS Glue バージョン 3.0 のストリーミ
ングジョブでのみ使用できます。
ETL ジョブの実行に使用された DPU の数に基づいて時間あたりの料金が請求されます。詳細に
ついては、「AWS Glue 料金表ページ」を参照してください。
AWS Glue バージョン 1.0 以前のジョブでは、コンソールを使用してジョブを設定し、[Worker
type] (作業者タイプ) に [Standard] (標準) を指定する場合は、[Maximum capacity] (最大キャパ
シティー) が設定され、[Number of workers] (作業者数) は [Maximum capacity] (最大キャパシ
ティー) から 1 を引いた値になります。AWS Command Line Interface (AWS CLI) または AWS
SDK を使用する場合は、[Max capacity] (最大キャパシティー) パラメータを指定することも、
[Worker type] (作業者タイプ) と [Number of workers] (作業者数) の両方を指定することもできま
す。
AWS Glue バージョン 2.0 以降のジョブでは、[Maximum capacity] (最大キャパシティー) の指定
はできません。代わりに、[Worker type] (作業者タイプ) と [Number of workers] (作業者数) を指定
します。詳細については、「ジョブ」を参照してください。
ワーカー数
G.1X および G.2X ワーカータイプの場合、ジョブの実行時に割り当てられるワーカーの数を指定
する必要があります。
実行クラス
AWS Studio や API を使用してジョブを設定する際、標準のジョブ実行クラスあるいは柔軟な
ジョブ実行クラスを指定することができます。ジョブには、さまざまな度合いの優先順位や時
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間的な制約を設定することができます。標準の実行クラスは、素早くジョブを起動する必要があ
り、専用のリソースが必要な時間的な制約のあるワークロードに最適です。
柔軟な実行クラスは、実稼働前のジョブ、テスト、1 回限りのデータの読み込みなど、緊急性の
ないジョブに適しています。柔軟なジョブの実行は、AWS Glue バージョン 3.0 以降と G.1X ま
たは G.2X ワーカータイプを使用するジョブでサポートされています。
Flex ジョブの実行は、任意の時点で実行されているワーカーの数に基づいて課金されます。
柔軟なジョブの実行では、ジョブ数を追加または削除することができます。Max Capacity *
Execution Time という単純な計算で課金されるのではなく、各ワーカーがジョブ実行中に実
行された時間が含まれます。請求は (Number of DPUs per worker * time each worker
ran) の合計です。
詳細は、「AWS Studio のヘルプパネル」、または「ジョブ (p. 895)」や「ジョブ実
行 (p. 909)」を参照してください。
最大キャパシティー
AWS Glue バージョン 1.0 以前のジョブでは、[worker type] (作業者タイプ) が [standard] (標準)
の場合、このジョブの実行時に割り当てることができる AWS Glue データ処理ユニット (DPU)
の最大数を指定する必要があります。ETL ジョブの実行に使用された DPU の数に基づいて時間
あたりの料金が請求されます。詳細については、「AWS Glue 料金表ページ」を参照してくださ
い。
2～100 の整数を選択します。デフォルトは 10 です。このジョブタイプには、小数の DPU 割り
当てを指定できません。
AWS Glue バージョン 2.0 以降のジョブでは、[Maximum capacity] (最大キャパシティー) の指定
はできません。代わりに、[Worker type] (作業者タイプ) と [Number of workers] (作業者数) を指定
します。詳細については、「ジョブ」を参照してください。
最大同時実行数
このジョブで許可される同時実行の最大数を設定します。デフォルトは 1 です。このしきい値に
達すると、エラーが返されます。指定できる最大値は、サービスの制限によってコントロールさ
れます。たとえば、新しいインスタンスの開始時に前回のジョブがまだ実行されている場合、同
じジョブの 2 つのインスタンスが同時に実行されないようにエラーを戻すことができます。
ジョブのタイムアウト
最大の実行時間 (分) を設定します。バッチジョブのデフォルト値は 2880 分 (48 時間) です。ジョ
ブ実行時間がこの制限値を超えると、ジョブ実行状態は TIMEOUT に変わります。
無期限に実行されるストリーミングジョブの場合は、値を空白のままにします。これはストリー
ミングジョブのデフォルト値です。
遅延通知しきい値
遅延通知を送信するまでのしきい値 (分単位) を設定します。RUNNING、STARTING、または
STOPPING ジョブの実行が想定時間 (分単位) を超えると通知を送信するように、このしきい値を
設定できます。
再試行回数
失敗した場合に AWS Glue がジョブを自動的に再起動する回数を 0〜10 の間で指定します。タイ
ムアウト制限に達したジョブは再起動されません。
ジョブのパラメータ
スクリプトに名前付きパラメータとして渡される一連のキーと値のペア。これらは、スクリプト
の実行時に使用されるデフォルト値ですが、トリガーまたはジョブの実行時に上書きできます。
キー名の前に -- を付ける必要があります (--myKey など)。AWS Command Line Interface を使
用するときに、ジョブパラメータをマッピングとして渡します。
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例については、「AWS Glue の Python パラメータの受け渡しとアクセス (p. 504)」で Python
パラメータを参照してください。
上書きできないジョブパラメータ
トリガーまたはジョブの実行時に上書きできない特殊なジョブパラメータのセット。これらの
キーと値のペアはスクリプトに名前付きパラメータとして渡されます。これらの値はスクリプト
の実行時に使用され、トリガーやジョブの実行時に上書きすることはできません。キー名の前に
-- を付ける必要があります (--myKey など)。getResolvedOptions() は単一のマッピングで
ジョブパラメータと上書きできないジョブパラメータの両方を返します。詳細については、the
section called “getResolvedOptions” (p. 524) を参照してください。
カタログオプション
AWS Glue Data Catalog を Hive メタストアとして使用する
AWS Glue Data Catalog を Hive メタストアとして使用することを選択します。ジョブに使用され
る IAM ロールには、glue:CreateDatabase アクセス許可が必要です。「default」という名前
のデータベースが存在しない場合は Data Catalog に作成されます。
データソース
Data Catalog テーブルを選択します。
変換タイプ
次のいずれかを選択します。
スキーマを変更する
生成されたスクリプトに ApplyMapping 変換を追加します。ソースデータのスキーマを変更
し、新しいターゲットデータセットを作成できます。
一致するレコードを検索する
ソースデータ内で一致するレコードを見つけるために使用する機械学習変換を選択できます。
ターゲット
次のいずれかを実行します。
• Amazon S3 パスまたは JDBC データストアを指定するために、[Create tables in your data target]
(データターゲットでテーブルを作成する) を選択します。
• カタログテーブルを指定するには、 データカタログのテーブルを使用し、データターゲットを更新
する] を選択します。
Amazon S3 ターゲットの場所については、出力が書き込まれるディレクトリの場所を指定します。パ
スのターゲットパスディレクトリと同じ名前のファイルが存在していないことを確認します。JDBC
ターゲットで、指定されたオブジェクトが存在しない場合は、AWS Glue によって必要に応じてス
キーマオブジェクトが作成されます。
AWS Glue コンソールを使用してジョブを追加する方法の詳細については、AWS Glue コンソールでの
ジョブの使用 (p. 282) を参照してください。

Lake Formation 管理対象テーブルにアクセスするジョブの制約事項
AWS Lake Formation で管理されるテーブルに対して読み書きするジョブを作成する場合は、次の注意事
項と制約事項に注意してください。
• 次の機能は、セルレベルフィルタを使用してテーブルにアクセスするジョブではサポートされません。
• ジョブのブックマークと境界実行の実行
• プッシュダウン述語
• サーバーサイドのカタログパーティション述語

301

AWS Glue デベロッパーガイド
Spark ジョブと PySpark ジョブを追加する

• UpdateCatalog を有効にする

AWS Glueコンソールで Spark スクリプトの編集
スクリプトには、ソースからデータを抽出して、変換し、ターゲットにロードするコードが含まれていま
す。AWS Glue はジョブを開始するときにスクリプトを実行します。
Python または Scala で AWS Glue ETL スクリプトを記述できます。Python スクリプトは、抽出、変換、
ロード (ETL) ジョブのための PySpark Python ダイアレクトの拡張機能である言語を使用します。スクリ
プトには ETL 変換を処理する拡張構造が含まれます。自動でジョブのソースコードロジックを生成すると
きに、スクリプトが作成されます。このスクリプトを編集するか、または、独自のスクリプトを指定して
ETL 作業を処理することができます。
AWS Glue コンソールを使用したスクリプトの定義と編集の詳細については、「仕事 (レガ
シー) (p. 302)」を参照してください。

仕事 (レガシー)
スクリプトには、抽出、変換、ロード (ETL) ワークを実行するコードが含まれます。独自のスクリプトを
提供することもできますし、お客様のガイダンスで AWS Glue がスクリプトを生成することもできます。
独自のスクリプトの作成については、「独自のカスタムスクリプトの提供 (p. 303)」を参照してくださ
い。
スクリプトは、AWS Glue コンソールで編集できます。スクリプトを編集する場合、ソース、ターゲッ
ト、および変換を追加することができます。

スクリプトを編集するには
1.

AWS Management Console にサインインし、AWS Glue コンソール (https://
console.aws.amazon.com/glue/) を開きます。その後 [Jobs] (ジョブ) タブを選択します。

2.

リストでジョブを選択し、次に [Action] (アクション)、[Edit script] (スクリプトの編集) を選択してス
クリプトエディタを開きます。
ジョブ詳細ページからスクリプトエディタにアクセスすることもできます。[Script] (スクリプト) タブ
を選択し、次に [Edit script] (スクリプトの編集) を選択します。

スクリプトエディタ
AWS Glue スクリプトエディタを使用して、スクリプトのソース、ターゲット、変換を挿入、変更、およ
び削除できます。スクリプトエディタにはスクリプトとダイアグラムの両方が表示され、データの流れを
可視化しやすくなります。
スクリプトのダイアグラムを作成するには、[ダイアグラムの生成] を選択します。AWS Glue は #＃ で始
まるスクリプト内の注釈行を使用してダイアグラムをレンダリングします。ダイアグラムでスクリプト
を正しく表すために、注釈のパラメータと Apache Spark コードのパラメータの同期を保つ必要がありま
す。
スクリプトエディタを使用して、スクリプトのカーソルが置かれている任意の場所にコードテンプレート
を追加することができます。エディタの上部で、次のオプションから選択します。
•
•
•
•

ソーステーブルをスクリプトに追加するには、[Source] (ソース) を選択します。
ターゲットテーブルをスクリプトに追加するには、[Target] (ターゲット) を選択します。
ターゲット位置をスクリプトに追加するには、[Target location] (ターゲット位置) を選択します。
変換をスクリプトに追加するには、[Transform] (変換) を選択します。スクリプトで呼び出される関数
については、「PySpark で AWS Glue ETL スクリプトをプログラムする (p. 502)」を参照してくださ
い。
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• スピゴット変換をスクリプトに追加するには、[Spigot] (スピゴット) を選択します。
挿入されたコードで、注釈および Apache Spark コード両方の parameters を変更します。たとえば、ス
ピゴット変換を追加したら、path が @args 注釈行および output コード行の両方で置き換えられている
ことを検証します。
[Logs] (ログ) タブでは、実行されるジョブに関連するログが表示されます。最新の 1,000 行が表示されま
す。
[Schema] (スキーマ) タブでは、Data Catalog で使用可能な場合、選択されたソースとターゲットのスキー
マが表示されます。

独自のカスタムスクリプトの提供
スクリプトは、AWS Glue で抽出、変換、ロード (ETL) 作業を実行します。スクリプトは、自動でジョブ
のソースコードロジックを生成するときに作成されます。この生成されたスクリプトを編集することもで
きますし、独自のカスタムスクリプトを指定することもできます。

Important
AWS Glue の異なるバージョンでは、Apache Spark の異なるバージョンがサポートされます。カ
スタムスクリプトは、サポートされている Apache Spark バージョンと互換性がある必要があり
ます。AWS Glue のバージョンの詳細に関しては、「Glue version job property (p. 297)」を参照
してください。
AWS Glue で独自のカスタムスクリプトを提供するには、以下の一般的な手順に従います。
1.
2.
3.
4.

AWS Management Console にサインインし、AWS Glue コンソール (https://
console.aws.amazon.com/glue/) を開きます。
[Jobs] (ジョブ) タブを選択し、[Add job] (ジョブの追加) を選択して、[Add job] (ジョブの追加) ウィ
ザードを開始します。
[Job properties] (ジョブプロパティ) 画面で、カスタムスクリプトを実行するのに必要な [IAM role]
(IAM ロール) を選択するようにします。詳細については、AWS Glue での Identity and Access
Management (p. 1052) を参照してください。
[This job runs] (このジョブ実行) で、次のいずれかを選択します。
• ユーザーが提供する既存のスクリプト
• ユーザーが作成する新しいスクリプト

5.

スクリプトが参照する接続を選択します。これらのオブジェクトは、目的の JDBC データストアに接
続するために必要です。
Elastic Network Interface は、Virtual Private Cloud (VPC) でインスタンスにアタッチできる、仮想
ネットワークインターフェイスです。スクリプトで使用されているデータストアに接続するのに必要
な Elastic Network Interface を選択します。

6.

スクリプトに追加のライブラリやファイルが必要な場合は、次のように指定できます。
Python ライブラリパス
スクリプトで必要とされる Python ライブラリへのカンマ区切りの Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3) パス。

Note
純粋な Python ライブラリのみを使用できます。pandas Python データ解析ライブラリな
ど、C 拡張機能に依存するライブラリはまだサポートされていません。
依存 JARS パス
スクリプトで必要とされる JAR ファイルへのカンマ区切りの Amazon S3 パスです。
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Note
現在、純粋な Java または Scala (2.11) ライブラリのみを使用できます。
参照されるファイルパス
スクリプトに必要な追加のファイル (例えば、設定ファイル) への、カンマ区切りの Amazon S3
パス。
7.

必要に応じて、ジョブにスケジュールを追加することができます。スケジュールを変更するには、こ
の既存のスケジュールを削除して新しく追加する必要があります。

AWS Glue におけるジョブ追加の詳細については、「AWS Glue でジョブを追加する (p. 296)」を参照し
てください。
詳細な手順については、 コンソールの [Add jobAWS Glue] (ジョブ追加) チュートリアルを参照してくださ
い。

AWS Glue 向けの Auto Scaling の使用
Auto Scaling は、AWS Glue ETL および AWS Glue バージョン 3.0 以降のストリーミングジョブで使用で
きます。
Auto Scaling を有効にすると、次の利点が得られます。
• AWS Glue は、ジョブ実行の各ステージでの並行処理またはマイクロバッチに応じて自動的にワーカー
をクラスターに追加、またはクラスターから削除します。
• AWS Glue ETL ジョブに割り当てるワーカーの数について実験して判断する必要性を排除します。
• 最大数のワーカーを選択する場合、AWS Glue がワークロードに適したサイズのリソースを選択しま
す。
• ジョブの実行中にクラスターのサイズがどのように変化するかについては、AWS Glue Studio のジョブ
実行の詳細ページで CloudWatch メトリクスを確認できます。
AWS Glue ETL およびストリーミングジョブ向けの Auto Scaling は、AWS Glue ジョブのコンピューティ
ングリソースのオンデマンドでのスケールアップとスケールダウンを可能にします。オンデマンドのス
ケールアップは、ジョブ実行の起動当初に必要なコンピューティングリソースを割り当てるだけでなく、
ジョブ実行中の需要に応じて必要なリソースをプロビジョニングするためにも役立ちます。
Auto Scaling は、ジョブの過程全体での AWS Glue ジョブリソースの動的なスケールダウンもサポートし
ます。ジョブ実行中に Spark アプリケーションにより多くのエグゼキューターが要求されると、クラス
ター に追加されるワーカーが増えます。 エグゼキュータがアクティブな計算タスクなしでアイドル状態に
なると、エグゼキュータと対応するワーカーが削除されます。
Auto Scaling が Spark アプリケーション のコストと使用率に役立つ一般的なシナリオを含める Spark ド
ライバーは、Amazon S3 内の多数のファイルを一覧表示したり、エグゼキューターが非アクティブのと
きにロードを実行したり、オーバープロビジョニングのために少数のエグゼキューターだけで実行される
Spark ステージ、Spark ステージ間でデータスキューや不均一な計算要求を実行します。

要件
Auto Scaling は AWS Glue バージョン 3.0 でのみ利用可能です。Auto Scaling を使用するには、「移行ガ
イド」に従って既存のジョブを AWS Glue バージョン3.0 に移行するか、AWS Glue バージョン3.0 を使用
して新しいジョブを作成することができます。
Auto Scaling は AWS Glue のジョブと G.1X, G.2X および G.025X ワーカータイプのジョブで利用可能で
す。スタンダード DPU はサポートされていません。
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トピック
• AWS Glue Studio の Auto-Scaling を有効にする (p. 305)
• AWS CLI または SDK を使用した Auto Scaling の有効化 (p. 305)
• Amazon CloudWatch メトリクスを使用した Auto Scaling のモニタリング (p. 306)
• Spark UI による Auto Scaling のモニタリング。 (p. 307)
• Auto Scaling ジョブ実行の DPU 使用量モニタリング (p. 307)
• 制約事項 (p. 307)

AWS Glue Studio の Auto-Scaling を有効にする
AWS Glue Studio の [Job details] (ジョブ詳細) タブで、タイプに [Spark] または [Spark Streaming] を選択
し、[Glue version] (Glue バージョン) には [Glue 3.0] を選択します。次に、[Worker type] (ワーカータイ
プ) の下にチェックボックスが表示されます。
• [Automatically scale the number of workers] (ワーカー数を自動的にスケーリングする) を選択します。
• ワーカーの最大数をセットして、ジョブ実行に投入できるワーカーの最大数を定義します。

AWS CLI または SDK を使用した Auto Scaling の有効化
Auto Scaling を有効にするには、ジョブ実行の AWS CLI から、次の設定で start-job-run を実行しま
す。
{

"JobName": "<your job name>",
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}

"Arguments": {
"--enable-auto-scaling": "true"
},
"WorkerType": "G.2X", // G.1X and G.2X are allowed for Auto Scaling Jobs
"NumberOfWorkers": 20, // represents Maximum number of workers
...other job run configurations...

ETL ジョブ実行が終了したら、get-job-run を呼び出して、実行されたジョブの実際のリソース使用量
を DPU 秒単位で確認することもできます。注: 新しいフィールド DPUSeconds は、Auto Scaling が有効
になっている AWS Glue 3.0 のパッチジョブに対してのみ表示されます。このフィールドは、ストリーミ
ングジョブではサポートされません。
$ aws glue get-job-run --job-name your-job-name --run-id jr_xx --endpoint https://glue.useast-1.amazonaws.com --region us-east-1
{
"JobRun": {
...
"GlueVersion": "3.0",
"DPUSeconds": 386.0
}
}

同じ設定で AWS Glue SDK を使用して、Auto Scaling でジョブ実行を設定することもできます。

Amazon CloudWatch メトリクスを使用した Auto Scaling のモニ
タリング
Auto Scaling を有効にすると、CloudWatch の実行者メトリクスが AWS Glue 3.0 ジョブで利用できます。
メトリクスを使用して、Auto Scaling で有効化された Spark アプリケーションでのエグゼキューターの需
要と最適化された使用状況を監視できます。詳細については、「Amazon CloudWatch メトリクスを使用
した AWS Glue のモニタリング (p. 331)」を参照してください。
• glue.driver.executoraAllocationManager.executors.numberallExecutor
• glue.driver.executorAllocationManager.executors.numbermaxNeededExecutors
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これらのメトリクスの詳細については、「DPU の容量計画のモニタリング (p. 366)」を参照してくださ
い。

Spark UI による Auto Scaling のモニタリング。
Auto Scaling を有効にすると、Glue Spark UI を使用して、AWS Glue ジョブの需要に基づいた動的なス
ケールアップとスケールダウンで追加または削除されるエグゼキュターを監視することもできます。詳
細については、「AWS Glue ジョブ用の Apache Spark ウェブ UI の有効化 (p. 321)」を参照してくださ
い。

Auto Scaling ジョブ実行の DPU 使用量モニタリング
AWS[Glue Studio Job run view] (Glue Studio ジョブ実行ビュー) を使用して、Auto Scaling ジョブの DPU
使用量をチェックします。
1. AWS Glue Studio ナビゲーションペインから [Monitoring] (モニタリング) を選択します。[Monitoring]
(モニタリング) ページが表示されます。
2. ジョブ実行チャートまでスクロールダウンします。
3. チェックしたいジョブ実行に移動して、[DPU hours] (DPU 時間) 列を下にスクロールして、そのジョブ
実行の使用量をチェックします。

制約事項
AWS Glue ストリーミングの Auto Scaling は現在、ForEachBatch 外で作成された静的 DataFrame と
のストリーミング DataFrame の結合をサポートしていません。ForEachBatch 内で作成された 静的
DataFrame は、期待通りに動作します。

ジョブのブックマークを使用した処理済みデータの追
跡
AWS Glue ではジョブの実行による状態情報を保持することで、ETL ジョブの以前の実行中にすでに処
理されたデータを追跡します。この継続状態の情報はジョブのブックマークと呼ばれています。ジョブの
ブックマークは、AWS Glue で状態情報を保持して、古いデータを再処理しないために役立ちます。ジョ
ブのブックマークを使用すると、スケジュールされた間隔で再実行する際に新しいデータを処理できま
す。ジョブのブックマークは、ソース、変換、ターゲットなど、さまざまなジョブの要素で構成されてい
ます。例えば、ETL ジョブが Amazon S3 ファイルで新しいパーティションを読み込むとします。AWS
Glue は、そのジョブにより正常に処理されたのはどのパーティションなのかを追跡し、処理の重複および
ジョブのターゲットデータストアにデータが重複するのを防ぎます。
ジョブのブックマークは、JDBC データソース、Relationalize 変換、および一部の Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3) ソースに実装されています。次の表に、AWS Glue がジョブのブックマーク
に対してサポートする Amazon S3 ソース形式を示します。
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AWS Glue バージョン

Amazon S3 ソース形式

バージョン 0.9

JSON、CSV、Apache Avro、XML

バージョン 1.0 以降

JSON、CSV、Apache Avro、XML、Parquet、ORC

AWS Glue バージョンの詳細に関しては、「Spark ジョブのジョブプロパティの定義 (p. 296)」を参照し
てください。
JDBC ソースでは、次のルールが適用されます。
• AWS Glue では、テーブルごとに 1 つ以上の列をブックマークキーとして使用して、新しいデータおよ
び処理済みのデータを決定します。ブックマークキーは、結合して単一の複合キーを形成します。
• ブックマークキーとして使用する列を指定できます。ブックマークキーを指定しない場合、AWS Glue
はデフォルトでプライマリキーをブックマークキーとして使用します。ただし、プライマリキーが連続
して (ギャップなく) 増減することが条件です。
• ユーザー定義のブックマークキーを使用する場合、そのキーは厳密に一定間隔で増減する必要がありま
す。ギャップは許容されます。
• AWS Glue は、ジョブブックマークキーとして大文字と小文字を区別する列の使用をサポートしていま
せん。
トピック
• AWS Glue でジョブのブックマークを使用する (p. 308)
• AWS Glue の生成したスクリプトでジョブのブックマークを使用する (p. 310)

AWS Glue でジョブのブックマークを使用する
ジョブのブックマークオプションは、ジョブが開始したときにパラメータとして渡されます。AWS Glue
コンソールでジョブのブックマークを設定するためのオプションを次の表に示します。
ジョブのブックマーク

説明

有効

ジョブの実行後に状態を更新させて以前に処理されたデータを追跡します。
ジョブのブックマークをサポートしているソースのあるジョブの場合、ジョ
ブは処理されたデータを追跡し、ジョブが実行されると、最後のチェックポ
イント以降の新しいデータを処理します。

Disable (無効)

ジョブのブックマークは使用されず、ジョブは常にデータセット全体を処理
します。以前のジョブからの出力の管理は、ユーザーが行います。これがデ
フォルトです。

[Pause] (一時停止)

最後のブックマークの状態は更新せずに、最後に正常に実行された後の増分
データ、または次のサブオプションで識別される範囲内のデータを処理しま
す。以前のジョブからの出力の管理は、ユーザーが行います。次の 2 つのサ
ブオプションがあります。
• job-bookmark-from <from-value> は、指定された実行 ID を含む最後に成功
した実行までに処理されたすべての入力を表す実行 ID です。対応する入力
は無視されます。
• job-bookmark-to <to-value> は、指定された実行 ID を含む最後に成功した
実行までに処理されたすべての入力を表す実行 ID です。<from-value> に
よって識別される入力を除く対応する入力は、ジョブによって処理されま
す。この入力より後の入力も処理対象から除外されます。
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ジョブのブックマーク

説明
このオプションが設定されている場合、ジョブのブックマークの状態は更新
されません。
サブオプションはオプションですが、使用する場合、両方のサブオプション
を提供する必要があります。

コマンドラインでジョブに渡されるパラメータ、および特にジョブブックマークの詳細については、
「AWS Glue によって使用されるジョブパラメータ (p. 292)」を参照してください。
Amazon S3 入力ソースの場合、AWS Glue ジョブのブックマークではオブジェクトの最終更新日時を確認
して、どのオブジェクトを再処理する必要があるのかを確認します。入力ソースデータが最後のジョブ実
行以降に変更されている場合、ジョブを再度実行すると、ファイルが再度処理されます。
AWS Glue Spark ETL ジョブのジョブブックマークを以前のジョブ実行に巻き戻すことができます。ジョ
ブのブックマークを以前のジョブ実行に巻き戻すことで、データのバックフィルシナリオをより適切にサ
ポートできます。その結果、後続のジョブ実行ではブックマークされたジョブ実行からのデータだけが再
処理されます。
同じジョブを使用してすべてのデータを再処理する場合は、ジョブのブックマークをリセットします。
ジョブのブックマークの状態をリセットするには、AWS Glue コンソール、ResetJobBookmark アクショ
ン (Python: reset_job_bookmark) (p. 919) API オペレーション、または AWS CLI を使用します。例え
ば、AWS CLI を使用して以下のコマンドを入力します。

aws glue reset-job-bookmark --job-name my-job-name

ブックマークを巻き戻したりリセットしたりしたとき、複数のターゲットが存在する可能性があり、ター
ゲットがジョブブックマークで追跡されないため、AWS Glue はターゲットファイルをクリーンアップし
ません。ジョブブックマークで追跡されるのは、ソースファイルだけです。ソースファイルの巻き戻しと
再処理時に異なる出力ターゲットを作成して、出力内のデータが重複しないようにすることができます。
AWS Glue では、ジョブでジョブのブックマークを管理します。ジョブを削除すると、ジョブのブック
マークは削除されます。
場合によっては、AWS Glue ジョブのブックマークを有効にしてあっても、以前の実行で処理したデータ
を ETL ジョブで再処理することがあります。このエラーの一般的な原因を解決する方法の詳細について
は、「AWS Glue のエラーのトラブルシューティング (p. 1099)」を参照してください。

変換コンテキスト
AWS Glue PySpark の動的フレームの多くのメソッドには、transformation_ctx というオプショ
ンのパラメータが含まれています。このパラメータは ETL 演算子インスタンスの一意の識別子で
す。transformation_ctx パラメータは指定された演算子に対するジョブのブックマーク内の状態情報
を識別するために使用されます。具体的には、AWS Glue では transformation_ctx を使用してブック
マーク状態に対するキーにインデックスを付けます。
ジョブのブックマークが正しく機能するように、ジョブのブックマークのパラメータを有効に
し、transformation_ctx パラメータを設定します。transformation_ctx パラメータを渡さない場
合、メソッドで使用されている動的フレームやテーブルに対してジョブのブックマークは有効になりませ
ん。例えば、ETL ジョブで 2 つの Amazon S3 ソースを読み取って結合する場合、ブックマークを有効に
するメソッドに対してのみ transformation_ctx パラメータを渡すことができます。1 つのジョブにつ
いてジョブのブックマークをリセットした場合、transformation_ctx の使用には関係なく、このジョ
ブに関連付けられているすべての変換がリセットされます。
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DynamicFrameReader クラスの詳細については、「DynamicFrameReader クラス (p. 571)」を参照し
てください。PySpark 拡張の詳細については、「AWS Glue PySpark 拡張機能リファレンス (p. 524)」を
参照してください

AWS Glue の生成したスクリプトでジョブのブックマークを使用
する
このセクションでは、ジョブのブックマークを使用する運用の詳細を説明します。また、ソースと宛先を
選択してジョブを実行するときに AWS Glue から生成可能なスクリプトの例も提供します。
ジョブのブックマークはジョブの状態を保存します。状態の各インスタンスは、ジョブ名とバージョン番
号がキーになっています。スクリプトで呼び出された job.init では、その状態を取得し、常に最新バー
ジョンを取得します。1 つの状態の中に複数の状態要素が存在します。要素は、スクリプト内のソース、
変換、シンクインスタンスごとに固有です。これらの状態要素は、スクリプト内の対応する要素 (ソー
ス、変換、またはシンク) にアタッチされている変換コンテキストによって識別されます。状態要素は
ユーザースクリプトから job.commit が呼び出されたときにアトミックに保存されます。スクリプトは引
数からジョブのブックマークのジョブ名およびコントロールオプションを取得します。
ジョブのブックマーク内の状態要素は、ソース、変換、またはシンク固有のデータです。例えば、アップ
ストリームジョブまたはプロセスによって継続的に書き込まれている Amazon S3 の場所から増分データ
を読み取るとします。この場合、スクリプトではそれまでに処理されている部分を判別する必要がありま
す。Amazon S3 ソースのジョブのブックマーク実装では情報を保存するため、再度ジョブを実行するとき
に、保存された情報を使用して新しいオブジェクトのみをフィルターでき、次にジョブを実行するための
状態を再計算できます。新しいファイルをフィルタリングするためにタイムスタンプが使用されます。
ジョブのブックマークは、状態要素に加えて、実行番号、試行番号、バージョン番号 を持ちます。実行
番号はジョブの実行を追跡し、試行番号はジョブ実行の試行回数を記録します。ジョブ実行番号は正常な
実行ごとに増分される、一定間隔で増加する番号です。試行番号は各実行の試行回数を追跡し、失敗した
試行後のに実行がある場合にのみ増分されます。バージョン番号は、一定間隔で増加し、ジョブのブック
マークの更新を追跡します。
AWS Glue サービスデータベースでは、すべての変換のブックマーク状態がキーと値のペアとして一緒に
格納されます。
{

}

"job_name" : ...,
"run_id": ...,
"run_number": ..,
"attempt_number": ...
"states": {
"transformation_ctx1" : {
bookmark_state1
},
"transformation_ctx2" : {
bookmark_state2
}
}

transformation_ctx は、スクリプト内の特定のソースのブックマーク状態を検索するためのキーとし
て機能します。ブックマークを正しく機能させるためには、ソースと関連する transformation_ctx の
一貫性を常に保つ必要があります。ソースプロパティを変更したり、transformation_ctx の名前を変
更したりすると、前のブックマークが無効になり、タイムスタンプベースのフィルタリングで正しい結果
が得られない場合があります。
ベストプラクティス
以下は、AWS Glue で生成されたスクリプトでジョブブックマークを使用するためのベストプラクティス
です。
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• スクリプトの先頭に job.init() と、末尾に job.commit() を常に記述してください。これら 2 つの
関数は、ブックマークサービスを初期化し、サービスの状態変化を更新するために使用されます。ブッ
クマークは呼び出さないと機能しません。
• ブックマークを有効にした状態でデータソースプロパティを変更しないでください。例えば、Amazon
S3 入力パス A を指している datasource0 があります。ジョブはブックマークを有効にして数ラウンド
実行されているソースから読み出しています。transformation_ctx を変更せずに datasource0 の入
力パスを Amazon S3 パス B に変更すると、AWS Glue ジョブは保存されている古いブックマークの状
態を使用します。これによって、入力パス B のファイルは、見つからないか、スキップされます。AWS
Glue は、これらのファイルが以前の実行で処理されたと仮定します。
• パーティション管理を改善するために、ブックマーク付きのカタログテーブルを使用してくださ
い。ブックマークは、データカタログのデータソースとオプションの両方に対して機能します。ただ
し、from オプションのアプローチでは、新しいパーティションを削除/追加するのは困難です。クロー
ラーでカタログテーブルを使用すると、新しく追加された パーティションを追跡するための自動化が向
上し、プッシュダウン述語を使用して特定のパーティションを柔軟に選択できるようになります。
• 大規模なデータセット向けのAWS GlueAmazon S3 ファイルリスターの使用 ブックマークは、各入力
パーティションの下のすべてのファイルをリストし、ファイリングを実行します。したがって、単一の
パーティションの下にファイルが多すぎると、ブックマークがドライバ OOM で実行される可能性があ
ります。AWS Glue Amazon S3 ファイルリスターを使用して、メモリ内のすべてのファイルを一度にリ
ストしないようにします。

Example
Amazon S3 データソース用に生成されたスクリプトの例を次に示します。ジョブのブックマークを使用
するために必要なスクリプトの部分は、太字と斜体で表示されています。これらの要素の詳細について
は、GlueContext クラス (p. 574) API および DynamicFrameWriter クラス (p. 569) API を参照してくだ
さい。
# Sample Script
import sys
from awsglue.transforms import *
from awsglue.utils import getResolvedOptions
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job
## @params: [JOB_NAME]
args = getResolvedOptions(sys.argv, ['JOB_NAME'])
sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)
spark = glueContext.spark_session
job = Job(glueContext)
job.init(args['JOB_NAME'], args)
## @type: DataSource
## @args: [database = "database", table_name = "relatedqueries_csv", transformation_ctx =
"datasource0"]
## @return: datasource0
## @inputs: []
datasource0 = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(database = "database",
table_name = "relatedqueries_csv", transformation_ctx = "datasource0")
## @type: ApplyMapping
## @args: [mapping = [("col0", "string", "name", "string"), ("col1", "string", "number",
"string")], transformation_ctx = "applymapping1"]
## @return: applymapping1
## @inputs: [frame = datasource0]
applymapping1 = ApplyMapping.apply(frame = datasource0, mappings = [("col0", "string",
"name", "string"), ("col1", "string", "number", "string")], transformation_ctx =
"applymapping1")
## @type: DataSink
## @args: [connection_type = "s3", connection_options = {"path": "s3://input_path"}, format
= "json", transformation_ctx = "datasink2"]
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## @return: datasink2
## @inputs: [frame = applymapping1]
datasink2 = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(frame = applymapping1,
connection_type = "s3", connection_options = {"path": "s3://input_path"}, format =
"json", transformation_ctx = "datasink2")
job.commit()

Example
JDBC ソース用に生成されたスクリプトの例を以下に示します。ソーステーブルは、empno 列がプライマ
リキーである従業員テーブルです。デフォルトでは、ブックマークキーが指定されていない場合、ジョブ
はブックマークキーとしてシーケンシャルプライマリキーを使用しますが、empno は必ずしもシーケン
シャルではなく、値にギャップがある可能性があるため、デフォルトのブックマークキーとして適切では
ありません。したがって、スクリプトは empno を明示的にブックマークキーとして指定します。コードの
その部分は、太字と斜体で表示されます。
import sys
from awsglue.transforms import *
from awsglue.utils import getResolvedOptions
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job
## @params: [JOB_NAME]
args = getResolvedOptions(sys.argv, ['JOB_NAME'])
sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)
spark = glueContext.spark_session
job = Job(glueContext)
job.init(args['JOB_NAME'], args)
## @type: DataSource
## @args: [database = "hr", table_name = "emp", transformation_ctx = "datasource0"]
## @return: datasource0
## @inputs: []
datasource0 = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(database = "hr", table_name
= "emp", transformation_ctx = "datasource0", additional_options = {"jobBookmarkKeys":
["empno"],"jobBookmarkKeysSortOrder":"asc"})
## @type: ApplyMapping
## @args: [mapping = [("ename", "string", "ename", "string"), ("hrly_rate",
"decimal(38,0)", "hrly_rate", "decimal(38,0)"), ("comm", "decimal(7,2)", "comm",
"decimal(7,2)"), ("hiredate", "timestamp", "hiredate", "timestamp"), ("empno",
"decimal(5,0)", "empno", "decimal(5,0)"), ("mgr", "decimal(5,0)", "mgr", "decimal(5,0)"),
("photo", "string", "photo", "string"), ("job", "string", "job", "string"), ("deptno",
"decimal(3,0)", "deptno", "decimal(3,0)"), ("ssn", "decimal(9,0)", "ssn", "decimal(9,0)"),
("sal", "decimal(7,2)", "sal", "decimal(7,2)")], transformation_ctx = "applymapping1"]
## @return: applymapping1
## @inputs: [frame = datasource0]
applymapping1 = ApplyMapping.apply(frame = datasource0, mappings = [("ename", "string",
"ename", "string"), ("hrly_rate", "decimal(38,0)", "hrly_rate", "decimal(38,0)"),
("comm", "decimal(7,2)", "comm", "decimal(7,2)"), ("hiredate", "timestamp", "hiredate",
"timestamp"), ("empno", "decimal(5,0)", "empno", "decimal(5,0)"), ("mgr", "decimal(5,0)",
"mgr", "decimal(5,0)"), ("photo", "string", "photo", "string"), ("job", "string",
"job", "string"), ("deptno", "decimal(3,0)", "deptno", "decimal(3,0)"), ("ssn",
"decimal(9,0)", "ssn", "decimal(9,0)"), ("sal", "decimal(7,2)", "sal", "decimal(7,2)")],
transformation_ctx = "applymapping1")
## @type: DataSink
## @args: [connection_type = "s3", connection_options = {"path": "s3://hr/employees"},
format = "csv", transformation_ctx = "datasink2"]
## @return: datasink2
## @inputs: [frame = applymapping1]
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datasink2 = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(frame = applymapping1,
connection_type = "s3", connection_options = {"path": "s3://hr/employees"}, format =
"csv", transformation_ctx = "datasink2")
job.commit()

jobBookmarkKeys および jobBookmarkKeysSortOrder は以下の方法で指定できます。
• create_dynamic_frame.from_catalog — additional_options を使用する.
• create_dynamic_frame.from_options — connection_options を使用する.
ジョブブックマークに関連する接続オプションの詳細については、「the section called “JDBC 接
続” (p. 695)」を参照してください。

実行に上限を設定してワークロードをパーティション
化する
通常、Spark アプリケーションのエラーは、Spark スクリプトが非効率的なこと、大規模な変換を分散メ
モリ内で実行すること、およびデータセットの異常によって発生します。ドライバーやエグゼキュターが
メモリ不足の問題を引き起こす原因はたくさんあります。例えば、データの偏り、オブジェクトのリスト
が多すぎること、または大きなデータのシャッフルなどです。これらの問題は、Sparkで大量のバックロ
グデータを処理しているときにしばしば発生します。
AWS Glue を使用すると、OOM の問題を解決し、ワークロードのパーティション化によって ETL 処理を
容易に行うことができます。ワークロードのパーティション化を有効にすると、各 ETL ジョブ実行では、
データセットサイズまたはこのジョブ実行で処理されるファイル数に上限を設定して、未処理のデータの
みを選択します。残りのデータは、後で実行されるジョブで処理されます。例えば、1000 個のファイルを
処理する必要がある場合、ファイル数を 500 に設定し、2 つのジョブ実行に分けることができます。
ワークロードのパーティション化は、Amazon S3 のデータソースでのみサポートされています。

ワークロードのパーティション化の有効化
スクリプトでオプションを手動で設定するか、カタログテーブルのプロパティを追加することで、実行に
上限を設定できます。

スクリプトで実行に上限を設定してワークロードのパーティション化を有効にするには、次の手
順に従います。
1.

データの再処理を回避するには、新しいジョブまたは既存のジョブでジョブブックマークを有効にし
ます。詳細については、「Tracking Processed Data Using Job Bookmarks」を参照してください。

2.

スクリプトを修正し、AWS Glue getSource API の追加のオプションに上限の制限を設定します。ま
た、ジョブブックマークの変換コンテキストを設定して、state 要素を保存します。例:
Python
glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
database = "database",
tableName = "table_name",
redshift_tmp_dir = "",
transformation_ctx = "datasource0",
additional_options = {
"boundedFiles" : "500", # need to be string
# "boundedSize" : "1000000000" unit is byte
}
)

Scala
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val datasource0 = glueContext.getCatalogSource(
database = "database", tableName = "table_name", redshiftTmpDir = "",
transformationContext = "datasource0",
additionalOptions = JsonOptions(
Map("boundedFiles" -> "500") // need to be string
//"boundedSize" -> "1000000000" unit is byte
)
).getDynamicFrame()

val connectionOptions = JsonOptions(
Map("paths" -> List(baseLocation), "boundedFiles" -> "30")
)
val source = glueContext.getSource("s3", connectionOptions, "datasource0", "")

Data Catalog テーブルで実行に上限を設定してワークロードのパーティション化を有効にするに
は
1.

Data Catalog のテーブル構造の parameters フィールドに、キーと値のペアを設定します。詳細に
ついては、「Viewing and Editing Table Details」を参照してください。

2.

データセットサイズの上限または処理されるファイル数を次のように設定します。
• boundedSize をデータセットのターゲットサイズ (バイト単位) に設定します。ジョブの実行は、
テーブルからターゲットサイズに達すると停止します。
• boundedFiles をターゲットファイル数に設定します。ジョブの実行は、ターゲット数のファイル
を処理すると停止します。

Note
単一の上限のみがサポートされているので、boundedSize または boundedFiles のどちら
か一方だけを設定します。

ジョブを自動的に実行する AWS Glue トリガーの設定
実行に上限を設定すると、AWS Glue トリガーを設定してジョブを自動的に実行し、シーケンシャル実行
でデータを段階的にロードすることができます。AWS Glue コンソールに移動してトリガーを作成し、ス
ケジュール時刻を設定し、ジョブにアタッチします。その後、自動的に次のジョブ実行がトリガーされ、
データの新しいバッチが処理されます。
また、AWS Glue ワークフローを使用して、複数のジョブを調整して、異なるパーティションのデー
タを並行して処理することもできます。詳細については、「AWS Glue Triggers」および「AWS Glue
Workflows」を参照してください。
ユースケースとオプションの詳細については、ブログ「Optimizing Spark applications with workload
partitioning in AWS Glue」を参照してください。

AWS Glue Spark シャッフルマネージャーと Amazon
S3
シャッフルは、データがパーティション間で再配置されるたびに行われる Spark ジョブの重要なス
テップです。これが必要なのは、join、groupByKey、reduceByKey、repartition などのさ
まざまな変換に、処理を完了するために他のパーティションからの情報が必要なためです。Spark
は各パーティションから必要なデータを収集し、新しいパーティションに結合します。シャッフル
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中、データはディスクに書き込まれ、ネットワーク経由で転送されます。その結果、シャッフルオペ
レーションはローカルディスク容量に制約されます。Spark の No space left on device または
MetadataFetchFailedException エラーは、エグゼキュターに十分なディスク領域がなく、リカバリ
がない場合に発生します。
解決策
AWS Glue 2.0 では、Amazon S3 を使用して Spark シャッフルおよびスピル データを保存できるようにな
りました。Amazon S3 は、業界をリードするスケーラビリティ、データ可用性、セキュリティ、およびパ
フォーマンスを提供するオブジェクトストレージサービスです。このソリューションで、Spark ジョブ用
のコンピューティングとストレージが非集約化され、完全な伸縮自在性と低コストのシャッフルストレー
ジが得られ、シャッフル負荷の高いワークロードが高い信頼性で実行できるようになります。

新しいシャッフルマネージャー (GlueShuffleManager と呼ばれます) を導入しています。これに
より、Amazon S3 との間でシャッフルファイルの書き込み、読み取りができるようになります。大
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きなシャッフルオペレーションのためにローカルディスク容量の制約を受けることがわかっている場
合、Amazon S3 シャッフルを有効にすると、AWS Glue ジョブを失敗することなく高い信頼性で実行でき
ます。小さなパーティションが多数ある場合や、Amazon S3 に書き込まれたファイルをシャッフルする場
合、Amazon S3 へのシャッフルはローカルディスク (または EBS) よりもわずかに遅くなる場合がありま
す。

AWS コンソールからの AWS Glue Spark シャッフルマネー
ジャーの使用
ジョブを設定するときに AWS Glue コンソールまたは AWS Glue Studio を使用して AWS Glue Spark
シャッフルマネージャーをセットアップするには、--write-shuffle-files-to-s3 ジョブパラメータを選択し
て、ジョブの Amazon S3 シャッフルを有効にします。

AWS Glue Spark シャッフルマネージャーの使用
次のジョブパラメータで、AWS Glue シャッフルマネージャーが有効になり、チューニングされます。
• --write-shuffle-files-to-s3 – メインフラグです。true の場合、Amazon S3 バケットを使用し
てシャッフルデータの書き込みと読み取りを行う AWS Glue Spark シャッフルマネージャーが有効にな
ります。false の場合、または指定しない場合、シャッフルマネージャーは使用されません。
• --write-shuffle-spills-to-s3 – オプションのフラグです。true の場合、スピルファイルを
Amazon S3 バケットにオフロードできます。これにより、Spark ジョブの耐障害性が強化されます。こ
れは、大量のデータをディスクに退避させる大規模なワークロードにのみ必要です。false の場合、中間
スピルファイルには書き込まれません。このフラグはデフォルトでは無効です。
• --conf spark.shuffle.glue.s3ShuffleBucket=S3://<shuffle-bucket> – 別のオプショ
ンのフラグです。シャッフルファイルを書き込む Amazon S3 バケットを指定します。デフォルトで
は、--TempDir/shuffle-data です。
AWS Glue は、Spark が提供する他のすべてのシャッフル関連の設定をサポートします。
注意事項と制限事項
AWS Glue シャッフルマネージャーには次の注意事項や制限事項があります。
• AWS Glue は現在、シャッフルマネージャーを AWS Glue バージョン 2.0、かつ Spark 2.4.3 でのみサ
ポートしています。
• シャッフルバケットの場所が、ジョブが実行される AWS リージョンと同じリージョンにあることを確
認します。
• ジョブの完了後にシャッフルマネージャーがファイルをクリーンアップしないため、プレフィックスに
Amazon S3 ストレージライフサイクルポリシーを設定します。
• データに偏りがある場合、この機能が使用できます。

316

AWS Glue デベロッパーガイド
スパークジョブのモニタリング

モニタリングAWS GlueSpark ジョブ
トピック
• Apache Spark ウェブ UI を使用したジョブのモニタリング (p. 317)
• AWS Glue ジョブ実行インサイトでのモニタリング (p. 327)
• Amazon CloudWatch によるモニタリング (p. 330)
• ジョブのモニタリングとデバッグ (p. 350)

Apache Spark ウェブ UI を使用したジョブのモニタリング
Apache Spark ウェブ UI を使用して、AWS Glue ジョブシステムで実行されている AWS Glue ETL ジョブ
と、 AWS Glue 開発エンドポイントで実行されている Spark アプリケーションをモニタリングおよびデ
バッグできます。Spark UI では、ジョブごとに以下の項目を確認できます。
• 各 Spark ステージのイベントタイムライン
• ジョブの Directed Acyclic Graph (DAG)
• SparkSQL クエリの物理プランと論理プラン
• 各ジョブの基盤となる Spark 環境変数
Spark UI を有効にするには、AWS Glue コンソールまたは AWS Command Line Interface (AWS CLI) を
使用できます。Spark UI を有効にすると、AWS Glue ETL ジョブと、AWS Glue 開発エンドポイント
の Spark アプリケーションの Spark イベントログを Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) の
指定個所に保持できます。AWS Glue に用意されているサンプルの AWS CloudFormation テンプレー
トでは、Spark 履歴サーバーを起動し、イベントログを使用して Spark UI を表示することもできま
す。Amazon S3 に保持されているイベントログは、ジョブの実行中 (リアルタイム) でも、ジョブの完了
後でも Spark UI で使用できます。
次の例に示す Spark アプリケーションでは、2 つのデータソースから読み取り、結合変換を実行し、それ
を Parquet 形式で Amazon S3 に書き込みます。
import sys
from awsglue.transforms import *
from awsglue.utils import getResolvedOptions
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job
from pyspark.sql.functions import count, when, expr, col, sum, isnull
from pyspark.sql.functions import countDistinct
from awsglue.dynamicframe import DynamicFrame
args = getResolvedOptions(sys.argv, ['JOB_NAME'])
sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)
spark = glueContext.spark_session
job = Job(glueContext)
job.init(args['JOB_NAME'])
df_persons = spark.read.json("s3://awsglue-datasets/examples/us-legislators/all/
persons.json")
df_memberships = spark.read.json("s3://awsglue-datasets/examples/us-legislators/all/
memberships.json")
df_joined = df_persons.join(df_memberships, df_persons.id == df_memberships.person_id,
'fullouter')
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df_joined.write.parquet("s3://aws-glue-demo-sparkui/output/")
job.commit()

次の DAG 可視化は、この Spark ジョブのさまざまなステージを示しています。

次に示すジョブのイベントタイムラインは、さまざまな Spark エグゼキュターの開始、実行、終了を示し
ています。
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次の画面は、SparkSQL クエリプランの詳細を示しています。
• 解析された論理プラン
• 分析された論理プラン
• 最適化された論理プラン
• 実行のための物理プラン
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この場合も、AWS Glue の連続ログ記録を使用し、Spark ドライバーとエグゼキュターの Spark アプリ
ケーションログストリームを表示できます。詳細については、「AWS Glue ジョブの連続ログ記録」を参
照してください。
トピック
• AWS Glue ジョブ用の Apache Spark ウェブ UI の有効化 (p. 321)
• 開発エンドポイント用の Apache Spark ウェブ UI の有効化 (p. 322)
• Spark 履歴サーバーの起動 (p. 323)

AWS Glue ジョブ用の Apache Spark ウェブ UI の有効化
Apache Spark ウェブ UI を使用して、AWS Glue ジョブシステムで実行されている AWS Glue ETL ジョ
ブをモニタリングおよびデバッグできます。Spark UI は、AWS Glue コンソールまたは AWS Command
Line Interface (AWS CLI) を使用して設定できます。
トピック
• Spark UI の設定 (コンソール) (p. 321)
• Spark UI の設定 (AWS CLI) (p. 322)

Spark UI の設定 (コンソール)
AWS Management Console を使用して Spark UI を設定するには、以下のステップに従います。

Spark UI を有効にしてジョブを作成するには
1.

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

2.

ナビゲーションペインで [Jobs] (ジョブ) を選択します。

3.

[ジョブの追加] を選択します。

4.

[Configure the job properties (ジョブプロパティの設定)] で、[Monitoring options (モニタリングオプ
ション)] を選択します。

5.

[Spark UI] タブで、[有効化] を選択します。

6.

ジョブの Spark イベントログを保存するための Amazon S3 パスを指定します。

既存のジョブを編集して Spark UI を有効にするには
1.

https://console.aws.amazon.com/glue/ で AWS Glue コンソール を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Jobs] (ジョブ) を選択します。

3.

ジョブリストで既存のジョブを選択します。

4.

[アクション]、[ジョブの編集)] の順に選択します。

5.

[Monitoring options (モニタリングオプション)] を開きます。

6.

[Spark UI] タブで、[有効化] を選択します。

7.

ジョブの Spark イベントログを保存するための Amazon S3 パスを入力します。

新しいジョブのユーザー設定をセットアップして Spark UI を有効にするには
1.

https://console.aws.amazon.com/glue/ で AWS Glue コンソール を開きます。

2.

右上隅の [User preferences (ユーザー設定)] を選択します。

3.

[Monitoring options (モニタリングオプション)] を開きます。

4.

[Spark UI] タブで、[有効化] を選択します。
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5.

ジョブの Spark イベントログを保存するための Amazon S3 パスを指定します。

ジョブ実行オプションを設定して Spark UI を有効にするには
1.

https://console.aws.amazon.com/glue/ で AWS Glue コンソール を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Jobs] (ジョブ) を選択します。

3.

ジョブリストで既存のジョブを選択します。

4.

[Scripts (スクリプト)] および [ジョブの編集] を選択します。コードペインに移動します。

5.

[Run job] (ジョブの実行) を選択します。

6.

[Monitoring options (モニタリングオプション)] を開きます。

7.

[Spark UI] タブで、[有効化] を選択します。

8.

ジョブの Spark イベントログを保存するための Amazon S3 パスを指定します。

Spark UI の設定 (AWS CLI)
AWS CLI を使用して Spark UI 機能を有効にするには、以下のジョブパラメータを AWS Glue ジョブに渡
します。詳細については、「AWS Glue で使用される特別なパラメータ」を参照してください。
'--enable-spark-ui': 'true',
'--spark-event-logs-path': 's3://s3-event-log-path'

30 秒ごとに、AWS Glue から、指定した Amazon S3 パスに Spark イベントログがフラッシュされます。

開発エンドポイント用の Apache Spark ウェブ UI の有効化
Apache Spark ウェブ UI を使用して、AWS Glue 開発エンドポイントで実行されている Spark アプリ
ケーションをモニタリングおよびデバッグします。AWS Glue コンソールまたは AWS Command Line
Interface (AWS CLI) で Spark ウェブ UI を使用して開発エンドポイントを設定できます。
トピック
• Spark UI の有効化 (コンソール) (p. 322)
• Spark UI の有効化 (AWS CLI) (p. 322)

Spark UI の有効化 (コンソール)
AWS Management Console を使用して Spark UI を設定するには、以下のステップに従います。

Spark UI を有効にして開発エンドポイントを作成するには
1.

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

2.

ナビゲーションペインで、[開発エンドポイント] を選択します。

3.

[Add endpoint] (エンドポイントの追加) を選択します。

4.

[設定] で、[Spark UI options (Spark UI オプション)] を開きます。

5.

[Spark UI] タブで、[有効化] を選択します。

6.

Spark イベントログを保存するための Amazon S3 パスを指定します。

Spark UI の有効化 (AWS CLI)
AWS CLI で Spark UI を有効にして開発エンドポイントを作成するには、JSON 構文で以下の引数を渡し
ます。
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{

"EndpointName": "Name",
"RoleArn": "role_ARN",
"PublicKey": "public_key_contents",
"NumberOfNodes": 2,
"Arguments": {
"--enable-spark-ui": "true",
"--spark-event-logs-path": "s3://s3-event-log-path"
}

}

Spark 履歴サーバーの起動
EC2 インスタンスでサーバーをホストする AWS CloudFormation テンプレートを使用して Spark 履歴サー
バーを起動するか、Docker を使用してローカルで起動できます。
トピック
• AWS CloudFormation を使用した Spark 履歴サーバーの起動と Spark UI の表示 (p. 323)
• Docker を使用した Spark 履歴サーバーの起動と Spark UI の表示 (p. 326)

AWS CloudFormation を使用した Spark 履歴サーバーの起動と Spark UI の表示
AWS CloudFormation テンプレートを使用して Apache Spark 履歴サーバーを起動し、Spark ウェブ UI を
表示できます。これらのテンプレートは、要件に応じて変更する必要があるサンプルです。

AWS CloudFormation を使用して Spark 履歴サーバーを起動し、Spark UI を表示するには
1.

次の表に示す起動スタックボタンの 1 つを選択します。これにより、AWS CloudFormation コンソー
ルでスタックが起動されます。
リージョン

Glue 1.0/2.0の起動

米国東部 (オハイオ)
米国東部(バージニア北部)
米国西部(北カリフォルニア)
米国西部 (オレゴン)
アフリカ (ケープタウン)

最初に、リージョンへのコン
ソールアクセスを有効にする必
要があります。

アジアパシフィック (香港)

最初に、リージョンへのコン
ソールアクセスを有効にする必
要があります。

アジアパシフィック (ムンバイ)
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リージョン

Glue 1.0/2.0の起動

Glue 3.0 の起動

アジアパシフィック (大阪)
アジアパシフィック (ソウル)
アジアパシフィック (シンガ
ポール)
アジアパシフィック (シドニー)
アジアパシフィック (東京)
カナダ(中部)
欧州(フランクフルト)
ヨーロッパ (アイルランド)
ヨーロッパ (ロンドン)
ヨーロッパ (ミラノ)

最初に、リージョンへのコン
ソールアクセスを有効にする必
要があります。

欧州 (パリ)
ヨーロッパ (ストックホルム)
中東 (バーレーン)

最初に、リージョンへのコン
ソールアクセスを有効にする必
要があります。

南米 (サンパウロ)
2.

[Specify template (テンプレートの指定)] ページで、[次へ] を選択します。

3.

[Specify stack details (スタック詳細の指定)] ページで、[Stack name (スタック名)] に入力します。パ
ラメータの下に追加情報を入力します。
a.

Spark UI の設定
以下の情報を指定します。
• IP アドレス範囲 – Spark UI の表示に使用できる IP アドレス範囲。特定の IP アドレス範囲から
のアクセスを制限する場合は、カスタム値を使用する必要があります。
• 履歴サーバーポート – Spark UI のポート。デフォルト値を使用できます。
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• イベントログディレクトリ – AWS Glue ジョブまたは開発エンドポイントから保存された
Spark イベントログの場所を選択します。イベントログのパススキームとして s3a:// を使用
する必要があります。
• Spark パッケージの場所 – デフォルト値を使用できます。
• キーストアパス – HTTPS の SSL/TLS キーストアパス。カスタムキーストアファイルを使用
する場合は、ここで S3 パス s3://path_to_your_keystore_file を指定できます。この
パラメータを空のままにすると、自己署名証明書ベースのキーストアが生成されて使用されま
す。

Note
自己署名証明書ベースのキーストアでは、Spark UI に接続する前に生成済みの証明書
を信頼するように、Spark UI に接続する各ローカルマシンを設定する必要がありま
す。また、生成された証明書が期限切れになったら、新しい証明書を生成し、その証
明書がすべてのローカルマシンで信頼される必要があります。セットアップの詳細に
ついては、「自己署名証明書」を参照してください。詳細については、Wikipedia の
「Self-signed certificate」を参照してください。
• キーストアパスワード – HTTPS 用の SSL/TLS キーストアパスワードを入力します。
b.

EC2 インスタンスの設定
以下の情報を指定します。
• インスタンスタイプ – Spark 履歴サーバーをホストする Amazon EC2 インスタンスのタイ
プ。このテンプレートによってアカウントで Amazon EC2 インスタンスが起動されるた
め、Amazon EC2 のコストがアカウントに別個に課金されます。
• 最新の AMI ID – Spark 履歴サーバーインスタンスの Amazon Linux 2 の AMI ID。デフォルト値
を使用できます。
• VPC ID – Spark 履歴サーバーインスタンスの Virtual Private Cloud (VPC) の ID。アカウントで
利用可能な VPC のいずれかを使用できます。デフォルトの VPC と デフォルトのネットワー
ク ACL を使用することは推奨されません。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイド の
「デフォルト VPC とデフォルトサブネット」および「VPC を作成する」を参照してくださ
い。
• サブネット ID – Spark 履歴サーバーインスタンスの ID。VPC 内の任意のサブネットを使用で
きます。クライアントからサブネットのネットワークにアクセスできる必要があります。イン
ターネット経由でアクセスする場合は、ルートテーブルにインターネットゲートウェイがある
パブリックサブネットを使用する必要があります。

c.

[Next] を選択します。

4.

[Configure stack options] ページで、CloudFormation がスタック内のリソースを作成、変更、または
削除する方法を決定するために現在のユーザー認証情報を使用する場合は、[Next] をクリックしま
す。アクセス許可セクションを使用して、現在のユーザー権限の代わりに使用するロールを指定し、
[次へ] を選択します。

5.

[確認] ページで、テンプレートを確認します。
[I acknowledge that AWS CloudFormation might create IAM resources] (AWS CloudFormation によっ
て IAM リソースが作成される場合があることを承認します) を選択し、[Create stack] (スタックの作
成) を選択します。

6.

スタックが作成されるまで待ちます。

7.

[Outputs (出力)] タブをクリックします。

8.

a.

パブリックサブネットを使用している場合は、 SparkUiPublicUrl の URL をコピーします。

b.

プライベートサブネットを使用している場合は、 SparkUiPrivateUrl の URL をコピーします。

ウェブブラウザを開き、URL を貼り付けます。これにより、指定したポートで HTTPS を使用して
サーバーにアクセスできます。ブラウザがサーバーの証明書を認識しない場合があります。この場
合、保護を上書きして続行する必要があります。
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Docker を使用した Spark 履歴サーバーの起動と Spark UI の表示
ローカルアクセスを希望する (Apache Spark 履歴サーバーの EC2 インスタンスを使用しない) 場合
は、Docker を使用して Apache Spark 履歴サーバーを起動し、Spark UI をローカルに表示することもでき
ます。この Dockerfile は、要件に応じて変更する必要があるサンプルです。
前提条件
ラップトップに Docker をインストールする方法については、Docker Engine community を参照してくだ
さい。

Docker を使用して Spark 履歴サーバーを起動し、Spark UI をローカルに表示するには
1.

GitHub からファイルをダウンロードします。
Dockerfileとpom.xml を [AWS Glueコードサンプル]からダウンロードします。

2.

アクセス AWS にユーザー認証情報を使用するか、フェデレーティッドユーザー認証情報を使用する
かを決定します。
• 現在のユーザー認証情報を使用してアクセスを AWS にするには、AWS_ACCESS_KEY_ID と
AWS_SECRET_ACCESS_KEY で使用する値を docker run コマンドで取得します。詳細について
は、IAM ユーザーガイドの「IAM ユーザーのアクセスキーの管理」を参照してください。
• SAML 2.0 フェデレーティッドユーザーを使用して AWS にアクセスするに
は、AWS_ACCESS_KEY_ID、AWS_SECRET_ACCESS_KEY、AWS_SESSION_TOKEN で値を取得しま
す。詳細については、「一時的なセキュリティ認証情報のリクエスト」を参照してください。

3.

docker run コマンドで使用するイベントログディレクトリの場所を決定します。

4.

ローカルディレクトリ内のファイルを使用して、名前 glue/sparkui とタグ latest を指定し
て、Docker イメージを構築します。
$ docker build -t glue/sparkui:latest .

5.

Docker コンテナを作成してスタートします。
次のコマンドでは、ステップ 2 および 3 で事前に取得した値を使用します。
a.

ユーザー認証情報を使用して docker コンテナを作成するには、次のようなコマンドを使用しま
す。
docker run -itd -e SPARK_HISTORY_OPTS="$SPARK_HISTORY_OPTS Dspark.history.fs.logDirectory=s3a://path_to_eventlog
-Dspark.hadoop.fs.s3a.access.key=AWS_ACCESS_KEY_ID Dspark.hadoop.fs.s3a.secret.key=AWS_SECRET_ACCESS_KEY"
-p 18080:18080 glue/sparkui:latest "/opt/spark/bin/spark-class
org.apache.spark.deploy.history.HistoryServer"

b.

一時的な認証情報を使用して Docker コンテナを作成するに
は、org.apache.hadoop.fs.s3a.TemporaryAWSCredentialsProvider をプロバイダ
として指定し、ステップ 2 で取得した認証情報値を指定します。詳細については、「一時的な
AWSCredentialsProvider でのセッション資格情報の使用のHadoop: Amazon Web Services との
統合」のドキュメント を参照してください。

docker run -itd -e SPARK_HISTORY_OPTS="$SPARK_HISTORY_OPTS Dspark.history.fs.logDirectory=s3a://path_to_eventlog
-Dspark.hadoop.fs.s3a.access.key=AWS_ACCESS_KEY_ID Dspark.hadoop.fs.s3a.secret.key=AWS_SECRET_ACCESS_KEY
-Dspark.hadoop.fs.s3a.session.token=AWS_SESSION_TOKEN
Dspark.hadoop.fs.s3a.aws.credentials.provider=org.apache.hadoop.fs.s3a.TemporaryAWSCredentialsP
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-p 18080:18080 glue/sparkui:latest "/opt/spark/bin/spark-class
org.apache.spark.deploy.history.HistoryServer"

Note
これらの設定パラメータは、Hadoop-AWS モジュールに由来します。場合によっては、ユー
スケースに基づいて特定の設定を追加する必要があります。たとえば、隔離されたリージョ
ンのユーザーは、spark.hadoop.fs.s3a.endpoint を設定する必要があります。
6.

ブラウザで http://localhost:18080 を開き、Spark UI をローカルに表示します。

AWS Glue ジョブ実行インサイトでのモニタリング
AWS Glue ジョブ実行インサイトは、AWS Glue ジョブのデバッグとジョブの最適化を簡素化する
AWS Glue の機能です。AWS Glue は、Spark UI、および AWS Glue ジョブをモニタリングするため
のCloudWatch Logs とメトリクスを提供します。この機能を使用すると、AWS Glue ジョブの実行に関す
る情報を取得できます:
• エラーが発生した AWS Glue ジョブスクリプトの行番号。
• ジョブの失敗の直前に Spark クエリプランで最後に実行された Spark アクション。
• 時系列ログストリームに表示される障害に関連する Spark 例外イベント。
• 根本原因の分析と、問題を解決するための推奨アクション（スクリプトのチューニングなど）。
• 根本原因に対処する推奨アクションを含む共通の Spark イベント（Spark アクションに関連するログ
メッセージ）。
これらのインサイトはすべて、AWS Glue ジョブの CloudWatch Logs 内の 2 つの新しいログストリームを
使用して利用できます。

要件
AWS Glue ジョブ実行インサイト機能は、AWS Glue バージョン 2.0 および AWS Glue バージョン 3.0 で
利用できます。既存のジョブの移行ガイドに従って、古い AWS Glue バージョンからアップグレードする
ことができます。

AWS Glue ETL ジョブのジョブ実行インサイトの有効化
ジョブ実行インサイトは、AWS Glue Studio または CLI によって有効にできます。

AWS Glue Studio
AWS Glue Studio でジョブを作成する場合、[ジョブの詳細] タブでジョブ実行インサイトを有効または無
効にすることができます。[ジョブインサイトを生成する] ボックスが選択されていることを確認します (デ
フォルトで有効)。
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コマンドライン
CLI を使用してジョブを作成する場合は、単一の新しいジョブパラメータでジョブの実行を開始できます:
--enable-job-insights = true。
デフォルトでは、ジョブ実行インサイトログストリームは、AWS Glue連続ログ記録 (つまり /aws-glue/
jobs/logs-v2/)で使用されるのと同じデフォルトロググループの下に作成されます。連続ログ記録に同
じ引数のセットを使用して、カスタムロググループ名、ログフィルター、およびロググループ構成を設定
できます。詳細については、「AWS Glue ジョブの連続ログ記録の有効化」を参照してください。

CloudWatch でのジョブ実行インサイトログストリームへのアクセス
ジョブ実行インサイト機能を有効にすると、ジョブ実行が失敗したときに 2 つのログストリームが作成さ
れることがあります。ジョブが正常に終了すると、いずれのストリームも生成されません。
1. 例外分析ログストリーム:<job-run-id>-job-insights-rca-driver。このストリームは、以下を
提供します:
• エラーが発生した AWS Glue ジョブスクリプトの行番号。
• Spark クエリプラン (DAG) で最後に実行された Spark アクション。
• Spark ドライバおよび例外に関連するエグゼキュータからの簡潔な時系列イベント。完全なエラー
メッセージ、失敗した Spark タスク、およびそのエグゼキューター ID などの詳細を調べて、必要に
応じてさらに詳細な調査を行うために、特定のエグゼキューターのログストリームに集中できます。
2. ルールベースのインサイトストリーム:
• エラーの修正方法に関する根本原因の分析とレコメンデーション（特定のジョブパラメータを使用し
てパフォーマンスを最適化するなど）。
• 関連する Spark イベントは、根本原因の分析および推奨アクションの基礎として機能します。

Note
最初のストリームは、失敗したジョブ実行で例外の Spark イベントが使用できる場合にのみ存在
し、2 番目のストリームは、失敗したジョブ実行に対して利用可能なインサイトがある場合にの
み存在します。例えば、ジョブが正常に終了した場合、どちらのストリームも生成されません。
ジョブが失敗しても、失敗シナリオと一致するサービス定義のルールがない場合は、最初のスト
リームだけが生成されます。
AWS Glue Studio からジョブが作成された場合、上記のストリームへのリンクは、[ジョブ実行の詳細] タ
ブ (ジョブ実行インサイト) の下で「簡潔で統合されたエラーログ」および「エラー分析とガイダンス」と
しても使用できます。
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AWS Glue ジョブ実行インサイトの例
このセクションでは、ジョブ実行インサイト機能が、失敗したジョブの問題を解決するためにどのように
役立つかの例を紹介します。この例では、ユーザーは AWS Glue ジョブで必要なモジュール (tensorflow)
をインポートし、データに基づいて機械学習モデルを分析および構築するのを忘れていました。
1. import sys
2. from awsglue.transforms import *
3. from awsglue.utils import getResolvedOptions
4. from pyspark.context import SparkContext
5. from awsglue.context import GlueContext
6. from awsglue.job import Job
7. from pyspark.sql.types import *
8. from pyspark.sql.functions import udf,col
9.
10. args = getResolvedOptions(sys.argv, ['JOB_NAME'])
11.
12. sc = SparkContext()
13. glueContext = GlueContext(sc)
14. spark = glueContext.spark_session
15. job = Job(glueContext)
16. job.init(args['JOB_NAME'], args)
17.
18. data_set_1 = [1, 2, 3, 4]
19. data_set_2 = [5, 6, 7, 8]
20.
21. scoresDf = spark.createDataFrame(data_set_1, IntegerType())
22.
23. def data_multiplier_func(factor, data_vector):
24.
import tensorflow as tf
25.
with tf.compat.v1.Session() as sess:
26.
x1 = tf.constant(factor)
27.
x2 = tf.constant(data_vector)
28.
result = tf.multiply(x1, x2)
29.
return sess.run(result).tolist()
30.
31. data_multiplier_udf = udf(lambda x:data_multiplier_func(x, data_set_2),
ArrayType(IntegerType(),False))
32. factoredDf = scoresDf.withColumn("final_value", data_multiplier_udf(col("value")))
33. print(factoredDf.collect())

ジョブ実行インサイト機能がないと、ジョブが失敗すると、Spark によってスローされる次のメッセージ
のみが表示されます。
An error occurred while calling o111.collectToPython. Traceback (most recent
call last):
メッセージがあいまいなので、デバッグ体験が制限されます。この場合、この機能は 2 つの CloudWatch
Logs ストリームに追加のインサイトを提供します。
1. job-insights-rca-driver ログストリーム:
• 例外イベント：このログストリームは、Spark ドライバおよびさまざまな分散ワーカーから収集さ
れた障害に関連する Spark 例外イベントを提供します。これらのイベントは、障害のあるコードが
Spark タスク、エグゼキューター、および AWS Glue ワーカーに分散されたステージ全体で実行され
るときに、例外の時系列の伝播を理解するのに役立ちます。
• 行番号: このログストリームは、失敗の原因となった欠落している Python モジュールをインポート
するための呼び出しを行った 21 行目を識別します。 また、スクリプトで最後に実行された行とし
て、Spark アクション collect() の呼び出しである 24 行目も識別します。

329

AWS Glue デベロッパーガイド
スパークジョブのモニタリング

2. job-insights-rule-driver ログストリーム:
• 根本原因とレコメンデーション：スクリプトの障害の行番号と最後に実行された行番号に加えて、
このログストリームには、根本原因の分析と、AWS Glue ドキュメントに従って、AWS Glue ジョブ
の追加の Python モジュールを使用するために必要なジョブパラメーターを設定するためのレコメン
デーションが表示されます。
• 基本イベント：このログストリームには、根本原因を推測してレコメンデーションを提供するため
に、サービス定義ルールで評価された Spark 例外イベントも表示されます。

Amazon CloudWatch によるモニタリング
Amazon CloudWatch を使用して AWS Glue をモニタリングすることで、AWS Glue から raw データを収
集し、ほぼリアルタイムの読み取り可能なメトリクスに加工することができます。これらの統計は 2 週間
記録されるため、履歴情報にアクセスしてウェブアプリケーションまたはサービスの動作をより的確に把
握することができます。デフォルトでは、AWS Glue メトリクスデータは CloudWatch に自動的に送信さ
れます。詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「Amazon CloudWatch とは」、および
「AWS Glue のメトリクス (p. 332)」を参照してください。
AWS Glue は、AWS Glue ジョブのリアルタイムの連続ログ記録もサポートします。ジョブの連続ログ記
録が有効になっている場合は、AWS Glue コンソールまたは CloudWatch コンソールダッシュボードでリ
アルタイムのログを表示できます。詳細については、「AWS Glue ジョブの連続ログ記録 (p. 346)」を参
照してください。
トピック
• Amazon CloudWatch メトリクスを使用した AWS Glue のモニタリング (p. 331)
• AWS Glue ジョブプロファイルでの Amazon CloudWatch アラームの設定 (p. 346)
• AWS Glue ジョブの連続ログ記録 (p. 346)
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Amazon CloudWatch メトリクスを使用した AWS Glue のモニタリング
AWS Glue ジョブプロファイラーを使用して AWS Glue オペレーションをプロファイルおよびモニタリン
グできます。AWS Glue ジョブから raw データが収集され、ほぼリアルタイムの読み取り可能なメトリク
スに加工されて、Amazon CloudWatch に保存されます。これらの統計は CloudWatch に保持されて集計
されるため、履歴情報にアクセスしてアプリケーションの動作をより的確に把握できます。

Note
ジョブメトリクスを有効にし、CloudWatch カスタムメトリクスが作成されると、追加料金が発
生することがあります。詳細については、「Amazon CloudWatch の料金」を参照してください。

AWS Glue メトリクスの概要
AWS Glue を操作するときに、CloudWatch にメトリクスが送信されます。これらのメトリクスは、AWS
Glue コンソール (推奨される方法)、CloudWatch コンソールダッシュボード、または AWS Command
Line Interface (AWS CLI) で表示できます。

AWS Glue コンソールダッシュボードを使ってメトリクスを表示するには
ジョブのメトリクスの概要または詳細なグラフを表示したり、ジョブの実行の詳細なグラフを表示した
りできます。AWS Glue コンソールダッシュボードでアクセスできるグラフとメトリクスの詳細について
は、「AWS Glue コンソールでのジョブの使用 (p. 282)」を参照してください。
1.

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

2.
3.
4.

ナビゲーションペインで [Jobs] (ジョブ) を選択します。
[ジョブ] リストからジョブを選択します。
[Metrics] (メトリクス) タブをクリックします。

5.

[View additional metrics (追加メトリクスの表示)] を選択し、詳細なメトリクスを表示します。

CloudWatch コンソールダッシュボードを使用してメトリクスを表示するには
メトリクスはまずサービスの名前空間ごとにグループ化され、次に各名前空間内のさまざまなディメン
ションの組み合わせごとにグループ化されます。
1.
2.
3.

CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
ナビゲーションペインで [Metrics (メトリクス)] を選択します。
[Glue] 名前空間を選択します。

を使ってメトリクスを表示するにはAWS CLI
•

コマンドプロンプトで、次のコマンドを使用します。
aws cloudwatch list-metrics --namespace Glue

メトリクスは 30 秒ごとに AWS Glue から CloudWatch に報告され、CloudWatch メトリクスダッシュボー
ドは 1 分ごとにそれらを表示するように設定されています。AWS Glue メトリクスは、以前に報告された
値からデルタ値を表示します。必要に応じて、メトリクスダッシュボードは 30 秒の値を集計 (合計) し、
最近 1 分間分の値を取得します。AWS Glue メトリクスは、スクリプトでの GlueContext の初期化時に
有効になり、基本的には Apache Spark タスクの終了時にのみ更新されます。また、これまでに完了した
Spark タスク全体の集計値を表します。
ただし、AWS Glue が CloudWatch に渡す Spark メトリクスは、一般的に報告された時点で現在の状態
を表す絶対値です。それらは 30 秒ごとに AWS Glue から CloudWatch に報告され、一般的にメトリクス
ダッシュボードには直近 1 分間に受け取ったデータポイントの平均が表示されます。
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すべての AWS Glue メトリクス名の前には、必ず次のいずれかの種類のプレフィックスが付きます。
• glue.driver. – 名前がこのプレフィックスで始まるメトリクスは、Spark ドライバーのすべてのエグ
ゼキュターから集計された AWS Glue メトリクスか、Spark ドライバーに対応する Spark メトリクスを
表します。
• .executorIdglue. – executorId は、特定の Spark エグゼキュターの番号です。ログに表示されているエ
グゼキュータに対応します。
• glue.ALL. – 名前がこのプレフィックスで始まるメトリクスは、すべての Spark エグゼキュターから
の値を集計します。

AWS Glue のメトリクス
AWS Glue によって、プロファイルが作成され、次のメトリクスが 30 秒ごとに CloudWatch に送信さ
れ、AWS Glue メトリクスダッシュボードに 1 分に 1 回表示されます。
メトリクス

説明

glue.driver.aggregate.bytesRead

すべてのエグゼキュターで実行され完了したすべての
Spark タスクによるすべてのデータソースから読み取ら
れたバイト数。
有効なディメンション: JobName (AWS Glue Job の名
前)、JobRunId (JobRun ID. または ALL)、Type (カウン
ト)。
有効な統計: SUM。このメトリクスは、最後に報告され
た値からのデルタ値であるため、AWS Glue メトリク
スダッシュボードでは、集計に SUM 統計が使用されま
す。
単位: バイト
次のモニタリングに使用できます。
• 読み込みバイト。
• ジョブ進行状況。
• JDBC データソース。
• ジョブブックマークの問題。
• ジョブ実行間の差異。
このメトリクス
は、glue.ALL.s3.filesystem.read_bytes メトリ
クスと同様に使用できます。ただし、このメトリクスは
Spark タスクの最後に更新され、S3 以外のデータソース
も取得するという点が異なります。

glue.driver.aggregate.elapsedTime

ETL の経過時間 (ミリ秒単位) (ジョブのブートストラッ
プ時間は含まれません)。
有効なディメンション: JobName (AWS Glue Job の名
前)、JobRunId (JobRun ID. または ALL)、Type (カウン
ト)。
有効な統計: SUM。このメトリクスは、最後に報告され
た値からのデルタ値であるため、AWS Glue メトリク
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メトリクス

説明
スダッシュボードでは、集計に SUM 統計が使用されま
す。
単位: ミリ秒
ジョブの実行に平均どのくらいの時間がかかるかを調べ
るために利用できます。
データの使用法をいくつか次に示します。
• ストラグラーにアラームを設定する。
• ジョブ実行間の差異を測定する。
ジョブの完了したステージの数

glue.driver.aggregate.numCompletedStages
有効なディメンション: JobName (AWS Glue Job の名
前)、JobRunId (JobRun ID. または ALL)、Type (カウン
ト)。
有効な統計: SUM。このメトリクスは、最後に報告され
た値からのデルタ値であるため、AWS Glue メトリク
スダッシュボードでは、集計に SUM 統計が使用されま
す。
単位: 個
次のモニタリングに使用できます。
• ジョブ進行状況。
• 他のメトリクスとの関連におけるジョブ実行のステー
ジごとのタイムライン。
データの使用法をいくつか次に示します。
• ジョブの実行における要求の厳しい段階を特定する。
• ジョブ実行全体の中で関連するスパイク (要求の厳し
いステージ) にアラームを設定する。
ジョブで完了したタスクの数。
glue.driver.aggregate.numCompletedTasks
有効なディメンション: JobName (AWS Glue Job の名
前)、JobRunId (JobRun ID. または ALL)、Type (カウン
ト)。
有効な統計: SUM。このメトリクスは、最後に報告され
た値からのデルタ値であるため、AWS Glue メトリク
スダッシュボードでは、集計に SUM 統計が使用されま
す。
単位: 個
次のモニタリングに使用できます。
• ジョブ進行状況。
• ステージ内の並列性。
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メトリクス

説明

glue.driver.aggregate.numFailedTasks失敗したタスクの数。
有効なディメンション: JobName (AWS Glue Job の名
前)、JobRunId (JobRun ID. または ALL)、Type (カウン
ト)。
有効な統計: SUM。このメトリクスは、最後に報告され
た値からのデルタ値であるため、AWS Glue メトリク
スダッシュボードでは、集計に SUM 統計が使用されま
す。
単位: 個
次のモニタリングに使用できます。
• ジョブのタスクが失敗する原因となるデータ異常。
• ジョブのタスクが失敗する原因となるクラスター異
常。
• ジョブのタスクが失敗する原因となるスクリプト異
常。
データを使用して、データ、クラスター、スクリプトの
異常を示唆する可能性のある障害の増加に対するアラー
ムを設定できます。
glue.driver.aggregate.numKilledTasks強制終了したタスクの数。
有効なディメンション: JobName (AWS Glue Job の名
前)、JobRunId (JobRun ID. または ALL)、Type (カウン
ト)。
有効な統計: SUM。このメトリクスは、最後に報告され
た値からのデルタ値であるため、AWS Glue メトリク
スダッシュボードでは、集計に SUM 統計が使用されま
す。
単位: 個
次のモニタリングに使用できます。
• タスクが強制終了される例外 (OOM) が発生するデー
タスキュー異常。
• タスクが強制終了される例外 (OOM) が発生するスク
リプト異常。
データの使用法をいくつか次に示します。
• データ異常を示す障害が増加した場合のアラームを設
定する。
• クラスター異常を示す障害が増加した場合のアラーム
を設定する。
• スクリプト異常を示す障害が増加した場合のアラーム
を設定する。
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メトリクス

説明

glue.driver.aggregate.recordsRead

すべてのエグゼキュターで実行され完了したすべての
Spark タスクによるすべてのデータソースから読み取ら
れたレコードの数。
有効なディメンション: JobName (AWS Glue Job の名
前)、JobRunId (JobRun ID. または ALL)、Type (カウン
ト)。
有効な統計: SUM。このメトリクスは、最後に報告され
た値からのデルタ値であるため、AWS Glue メトリク
スダッシュボードでは、集計に SUM 統計が使用されま
す。
単位: 個
次のモニタリングに使用できます。
• 読み込まれたレコード。
• ジョブ進行状況。
• JDBC データソース。
• ジョブブックマークの問題。
• ジョブ実行の日々のスキュー。
このメトリクス
は、glue.ALL.s3.filesystem.read_bytes メトリ
クスと同様に使用できますが、このメトリクスは Spark
タスクの最後に更新される点が異なります。
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メトリクス

説明

前のレポート以降にデータをシャッフルするためにそれ
らのエグゼキュターにより書き込まれたバイト数 (直前
glue.driver.aggregate.shuffleBytesWritten
の 1 分間にこの目的のために書き込まれたバイト数とし
て AWS Glue メトリクスダッシュボードにより集計)。
有効なディメンション: JobName (AWS Glue Job の名
前)、JobRunId (JobRun ID. または ALL)、Type (カウン
ト)。
有効な統計: SUM。このメトリクスは、最後に報告され
た値からのデルタ値であるため、AWS Glue メトリク
スダッシュボードでは、集計に SUM 統計が使用されま
す。
単位: バイト
ジョブのデータシャッフル (大規模な結合、グループ
化、再分割、合体) をモニタリングするために使用でき
ます。
データの使用法をいくつか次に示します。
• さらに処理する前に、大きな入力ファイルを再分割ま
たは解凍します。
• ホットキーを避けるために、データをより均一に再分
割します。
• 結合またはグループ化オペレーションの前にデータを
事前にフィルタリングします。
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メトリクス

説明

前のレポート以降にデータをシャッフルするためにそれ
らのエグゼキュターにより読み取られたバイト数 (直前
glue.driver.aggregate.shuffleLocalBytesRead
の 1 分間にこの目的のために読み取られたバイト数とし
て AWS Glue メトリクスダッシュボードにより集計)。
有効なディメンション: JobName (AWS Glue Job の名
前)、JobRunId (JobRun ID. または ALL)、Type (カウン
ト)。
有効な統計: SUM。このメトリクスは、最後に報告され
た値からのデルタ値であるため、AWS Glue メトリク
スダッシュボードでは、集計に SUM 統計が使用されま
す。
単位: バイト
ジョブのデータシャッフル (大規模な結合、グループ
化、再分割、合体) をモニタリングするために使用でき
ます。
データの使用法をいくつか次に示します。
• さらに処理する前に、大きな入力ファイルを再分割ま
たは解凍します。
• ホットキーを使用して、データをより均一に再分割し
ます。
• 結合またはグループ化オペレーションの前にデータを
事前にフィルタリングします。
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メトリクス

説明

すべてのエグゼキュターで使用されたディスク領域のメ
glue.driver.BlockManager.disk.diskSpaceUsed_MB
ガバイト数。
有効なディメンション: JobName (AWS Glue Job の名
前)、JobRunId (JobRun ID. または ALL)、Type (ゲー
ジ)。
有効な統計: Average これは Spark メトリクスで、絶対
値としてレポートされます。
単位: メガバイト
次のモニタリングに使用できます。
• キャッシュされた RDD パーティションを表すブロッ
クに使用されるディスク領域。
• 中間シャッフル出力を表すブロックに使用されるディ
スク領域。
• ブロードキャストを表すブロックに使用されるディス
ク領域。
データの使用法をいくつか次に示します。
• ディスク使用量の増加によるジョブの障害を特定す
る。
• スピルやシャッフルを引き起こす大きなパーティショ
ンを特定する。
• これらの問題を解決するためにプロビジョニングされ
た DPU 容量を増やす。
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メトリクス

説明

アクティブに実行されているジョブエグゼキュターの
数。
glue.driver.ExecutorAllocationManager.executors.numberAllExecutors
有効なディメンション: JobName (AWS Glue Job の名
前)、JobRunId (JobRun ID. または ALL)、Type (ゲー
ジ)。
有効な統計: Average これは Spark メトリクスで、絶対
値としてレポートされます。
単位: 個
次のモニタリングに使用できます。
• ジョブアクティビティ。
• 高負荷エグゼキュター (少数のエグゼキュターのみが
実行されている)
• 現在のエグゼキュターレベルの並列処理。
データの使用法をいくつか次に示します。
• クラスターの使用率が低い場合に、事前に大きな入力
ファイルを再分割または解凍する。
• 一部が高負荷であるために起こるステージまたはジョ
ブ実行の遅延を特定する。
• • numberMaxNeededExecutors と比較して、より多く
の DPU をプロビジョニングするためにバックログを
理解する。
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メトリクス

説明

現在の負荷を満たすために必要な (アクティブに実行中
および保留中の) ジョブエグゼキュターの最大数。
glue.driver.ExecutorAllocationManager.executors.numberMaxNeededExecutors
有効なディメンション: JobName (AWS Glue Job の名
前)、JobRunId (JobRun ID. または ALL)、Type (ゲー
ジ)。
有効な統計: Maximum。これは Spark メトリクスで、絶
対値としてレポートされます。
単位: 個
次のモニタリングに使用できます。
• ジョブアクティビティ。
• DPU の容量または強制終了/失敗したエグゼキュター
のために使用できないエグゼキュターが原因で、まだ
スケジュールされていない現在のエグゼキュターレベ
ルの並列処理と保留タスクのバックログ。
データの使用法をいくつか次に示します。
• スケジューリングキューの保留中/バックログを特定す
る。
• 一部が高負荷であるために起こるステージまたはジョ
ブ実行の遅延を特定する。
• numberAllExecutors と比較して、より多くの DPU を
プロビジョニングするためにバックログを理解する。
• プロビジョニングされた DPU 容量を増やして、保留
中のエグゼキュターのバックログを修正する。
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メトリクス

説明

glue.driver.jvm.heap.usage

ドライバー、executorId により識別されるエグゼキュ
ター、またはすべてのエグゼキュターに対する、このド
ライバー (スケール: 0～1) の JVM ヒープにより使用され
るメモリの割合。

glue.executorId.jvm.heap.usage
glue.ALL.jvm.heap.usage

有効なディメンション: JobName (AWS Glue Job の名
前)、JobRunId (JobRun ID. または ALL)、Type (ゲー
ジ)。
有効な統計: Average これは Spark メトリクスで、絶対
値としてレポートされます。
単位: パーセント
次のモニタリングに使用できます。
• glue.driver.jvm.heap.usage 使用時のドライ
バーのメモリ不足状態 (OOM)。
• glue.ALL.jvm.heap.usage 使用時のエグゼキュ
ターのメモリ不足状態 (OOM)。
データの使用法をいくつか次に示します。
• メモリを消費するエグゼキュター ID とステージを特
定する。
• 高負荷のエグゼキュター ID とステージを特定する。
• ドライバーのメモリ不足状態 (OOM) を特定する。
• エグゼキュターのメモリ不足状態 (OOM) を特定し、
対応するエグゼキュター ID を取得して、エグゼキュ
ターログからスタックトレースを取得できるようにす
る。
• 高負荷またはメモリ不足状態 (OOM) の原因となる
データのスキューがある可能性があるファイルまたは
パーティションを特定します。
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メトリクス

説明

glue.driver.jvm.heap.used

ドライバー、executorId によって特定されたエグゼキュ
ター、またはすべてのエグゼキュターのために JVM
ヒープが使用したメモリバイト数。

glue.executorId.jvm.heap.used
glue.ALL.jvm.heap.used

有効なディメンション: JobName (AWS Glue Job の名
前)、JobRunId (JobRun ID. または ALL)、Type (ゲー
ジ)。
有効な統計: Average これは Spark メトリクスで、絶対
値としてレポートされます。
単位: バイト
次のモニタリングに使用できます。
• ドライバーのメモリ不足状態 (OOM)。
• エグゼキュターのメモリ不足状態 (OOM)。
データの使用法をいくつか次に示します。
• メモリを消費するエグゼキュター ID とステージを特
定する。
• 高負荷のエグゼキュター ID とステージを特定する。
• ドライバーのメモリ不足状態 (OOM) を特定する。
• エグゼキュターのメモリ不足状態 (OOM) を特定し、
対応するエグゼキュター ID を取得して、エグゼキュ
ターログからスタックトレースを取得できるようにす
る。
• 高負荷またはメモリ不足状態 (OOM) の原因となる
データのスキューがある可能性があるファイルまたは
パーティションを特定します。
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メトリクス

説明

前のレポート以降に、ドライバー、executorId によって
特定されるエグゼキュター、またはすべてのエグゼキュ
glue.driver.s3.filesystem.read_bytesターが Amazon S3 から読み取ったバイト数 (直前 1 分間
に読み取ったバイト数として AWS Glue メトリクスダッ
シュボードに集計されます)。
glue.executorId.s3.filesystem.read_bytes
有効なディメンション: JobName、JobRunId、および
Type (ゲージ)。
glue.ALL.s3.filesystem.read_bytes
有効な統計: SUM。このメトリクスは、最後に報告され
た値からのデルタ値であるため、AWS Glue メトリク
スダッシュボードでは、集計に SUM 統計が使用されま
す。AWS Glue メトリクスダッシュボードのカーブの下
にある領域は、2 つの異なるジョブ実行によって読み取
られたバイト数を視覚的に比較するために使用できま
す。
単位: バイト
次のモニタリングに使用できます。
• ETL データ移動。
• ジョブ進行状況。
• ジョブのブックマークの問題 (処理されたデータ、再
処理されたデータ、およびスキップされたデータ)
• 読み取りと外部データソースからの取り込みとの比率
の比較。
• ジョブ実行間の差異。
結果データは、次の目的で使用できます。
• DPU 容量の計画。
• ジョブ実行およびジョブステージのデータ読み取りの
急激な増加または落ち込みに対するアラームの設定
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メトリクス

説明

前のレポート以降に、ドライバー、executorId によって
特定されるエグゼキュター、またはすべてのエグゼキュ
glue.driver.s3.filesystem.write_bytes
ターが Amazon S3 に書き込んだバイト数 (直前 1 分間
に書き込んだバイト数として AWS Glue メトリクスダッ
シュボードに集計されます)。
glue.executorId.s3.filesystem.write_bytes
有効なディメンション: JobName、JobRunId、および
Type (ゲージ)。
glue.ALL.s3.filesystem.write_bytes
有効な統計: SUM。このメトリクスは、最後に報告され
た値からのデルタ値であるため、AWS Glue メトリク
スダッシュボードでは、集計に SUM 統計が使用されま
す。AWS Glue メトリクスダッシュボードのカーブの下
にある領域は、2 つの異なるジョブ実行によって書き込
まれたバイト数を視覚的に比較するために使用できま
す。
単位: バイト
次のモニタリングに使用できます。
• ETL データ移動。
• ジョブ進行状況。
• ジョブのブックマークの問題 (処理されたデータ、再
処理されたデータ、およびスキップされたデータ)
• 読み取りと外部データソースからの取り込みとの比率
の比較。
• ジョブ実行間の差異。
データの使用法をいくつか次に示します。
• DPU 容量の計画。
• ジョブ実行およびジョブステージのデータ読み取りの
急激な増加または落ち込みに対するアラームの設定
glue.driver.streaming.numRecords

マイクロバッチで受信されたレコードの数。このメトリ
クスは AWS Glue バージョン 2.0 以降の AWS Glue スト
リーミングジョブにのみ使用できます。です。
有効なディメンション: JobName (AWS Glue Job の名
前)、JobRunId (JobRun ID. または ALL)、Type (カウン
ト)。
有効な統計: Sum, Maximum, Minimum, Average,
Percentile
単位: 個
次のモニタリングに使用できます。
• 読み込まれたレコード。
• ジョブ進行状況。
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メトリクス

説明

バッチの処理に要する時間 (ミリ秒単位)。このメトリク
glue.driver.streaming.batchProcessingTimeInMs
スは AWS Glue バージョン 2.0 以降の AWS Glue スト
リーミングジョブにのみ使用できます。です。
有効なディメンション: JobName (AWS Glue Job の名
前)、JobRunId (JobRun ID. または ALL)、Type (カウン
ト)。
有効な統計: Sum, Maximum, Minimum, Average,
Percentile
単位: 個
次のモニタリングに使用できます。
• ジョブ進行状況。
• スクリプトのパフォーマンス。

glue.driver.system.cpuSystemLoad

ドライバー、executorId により識別されるエグゼキュ
ター、またはすべてのエグゼキュターに対する使用され
た CPU システムロードの割合 (スケール: 0 ～ 1)。

有効なディメンション: JobName (AWS Glue Job の名
glue.executorId.system.cpuSystemLoad 前)、JobRunId (JobRun ID. または ALL)、Type (ゲー
ジ)。
glue.ALL.system.cpuSystemLoad

有効な統計: Average このメトリクスは絶対値としてレ
ポートされます。
単位: パーセント
次のモニタリングに使用できます。
• ドライバー CPU 負荷。
• エグゼキュター CPU 負荷。
• ジョブ内の CPU 制約または IO 制約のエグゼキュター
またはステージの検出。
データの使用法をいくつか次に示します。
• IO メトリクス (読み取りバイト数/シャッフルバイト
数、タスクの並列処理) および必要な最大エグゼキュ
ター数のメトリクスとともに、DPU 容量を計画する。
• CPU/IO 制約比を確認する。これにより、CPU 使用率
が低い分割可能なデータセットを使用して、長時間実
行されるジョブに対して、再分割とプロビジョニング
された容量の増加が可能になります。

AWS Glue メトリクスのディメンション
AWS Glue メトリクスは AWS Glue 名前空間を使用し、以下のディメンションのメトリクスを提供してい
ます。
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ディメンション

説明

JobName

このディメンションで、特定の AWS Glue ジョブのす
べてのジョブ実行のメトリクスがフィルタリングされま
す。

JobRunId

このディメンションで、JobRun ID によって特定の
AWS Glue ジョブ実行のメトリクスがフィルタリングさ
れるか、ALL となります。

Type

このディメンションで、count (集計した数) または
gauge (ある時点での値) によってメトリクスがフィルタ
リングされます。

詳細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」を参照してください。

AWS Glue ジョブプロファイルでの Amazon CloudWatch アラームの設定
AWS Glue メトリクスは、Amazon CloudWatch でも利用できます。スケジュールされたジョブのどの
AWS Glue メトリクスでもアラームを設定できます。
アラームを設定するいくつかの一般的なシナリオは次のとおりです。
• ジョブのメモリ不足 (OOM): メモリ使用率が AWS Glue ジョブのドライバーまたはエグゼキュターの通
常平均を超えた場合にアラームを設定します。
• 散在したエグゼキュター: AWS Glue ジョブでエグゼキュターの数が長時間一定のしきい値を下回ったと
きにアラームを設定します。
• データバックログまたは再処理: CloudWatch の数式を使用して、ワークフローの個別のジョブから得ら
れたメトリクスを比較します。その後、生成された式の値 (あるジョブにより書き込まれたバイトと後
続のジョブにより読み込まれたバイトの割合など) でアラームをトリガーできます。
アラームの設定に関する詳細については、Amazon CloudWatch Events ユーザーガイドの「Create or Edit
a CloudWatch Alarm」を参照してください。
CloudWatch を使用したモニタリングとデバッグのシナリオについては、「ジョブのモニタリングとデ
バッグ (p. 350)」を参照してください。

AWS Glue ジョブの連続ログ記録
AWS Glue は、AWS Glue ジョブのリアルタイム連続ログ記録を提供します。ドライバーログ、エグゼ
キュターログ、および Apache Spark ジョブの進行状況バーを含む、Amazon CloudWatch のリアルタイム
の Apache Spark ジョブログを表示できます。リアルタイムのログを表示すると、実行中のジョブについ
てより的確に把握することができます。
AWS Glue ジョブを開始すると、Spark アプリケーションの実行開始後、(各エグゼキュターが終了するま
で 5 秒ごとに) リアルタイムのログ記録情報が CloudWatch に送信されます。このログは、AWS Glue コ
ンソールまたは CloudWatch コンソールダッシュボードで表示できます。
この連続ログ記録機能には、次の機能が含まれます。
• デフォルトのフィルタを使用した連続ログ記録により、ログの詳細度を減らす
• フィルタを使用しない連続ログ記録
• アプリケーション固有のメッセージを記録するカスタムスクリプトロガー
• コンソールの進行状況バーにより、現在の AWS Glue ジョブの実行ステータスを追跡する
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連続ログ記録が AWS Glue バージョン 2.0 でサポートされる方法の詳細については、「Running Spark
ETL Jobs with Reduced Startup Times」を参照してください。
IAM ロールがログを読み取るために CloudWatch ロググループまたはストリームへのアクセスを制限でき
ます。アクセスの制限の詳細については、CloudWatch のドキュメントを「CloudWatch Logs でのアイデ
ンティティベースのポリシー (IAM ポリシー) の使用」を参照してください。

Note
継続ログを有効にし、追加の CloudWatch ログイベントが作成されると、追加料金が発生するこ
とがあります。詳細については、「Amazon CloudWatch の料金」を参照してください。
トピック
• AWS Glue ジョブの連続ログ記録の有効化 (p. 347)
• AWS Glue ジョブの連続ログ記録の表示 (p. 350)

AWS Glue ジョブの連続ログ記録の有効化
AWS Glue コンソールを使用するか、AWS Command Line Interface (AWS CLI) を通じて、連続ログ記録
を有効にできます。
新しいジョブを作成するとき、既存のジョブを編集するとき、または AWS CLI を通じて有効にするとき
に、標準フィルタまたはフィルタなしで連続ログ記録を有効にできます。[標準フィルタ] を選択すると、
有益でない Apache Spark ドライバー/エグゼキュータや Apache Hadoop のハートビートログメッセージ
を除外できます。[フィルタなし] を選択すると、すべてのログメッセージが表示されます。
また、Amazon CloudWatch ロググループ名、AWS Glue ジョブ実行 ID ドライバー/エグゼキュター ID の
前の CloudWatch ログストリームプレフィックス、ログメッセージのログ変換パターンなどのカスタム
設定オプションを指定することもできます。これらの設定は、異なる有効期限ポリシーを持つカスタム
CloudWatch ロググループに集約ログを設定し、カスタムログストリームプレフィックスと変換パターン
を使用してさらに分析するのに役立ちます。
トピック
• AWS Management Console の使用 (p. 347)
• カスタムスクリプトロガーを使用したアプリケーション固有のメッセージのログ記録 (p. 349)
• 進行状況バーでのジョブ進行状況の表示 (p. 349)
• 連続ログ記録によるセキュリティ設定。 (p. 349)

AWS Management Console の使用
次のステップに従ってコンソールを使用して、AWS Glue ジョブを作成または編集するときに連続ログ記
録を有効にします。

連続ログ記録を有効にして新しい AWS Glue ジョブを作成するには
1.

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

2.

ナビゲーションペインで [Jobs] (ジョブ) を選択します。

3.

[ジョブの追加] を選択します。

4.

[Configure the job properties] (ジョブプロパティの設定) で、[Monitoring options] (モニタリングオプ
ション) セクションを展開します。

5.

このジョブに使用するために [Continuous logging] (連続ログ記録) を選択します。

6.

[Log filtering] (ログのフィルタリング) で、[Standard filter] (標準フィルター) または [No filter] (フィル
ターなし) を選択します。
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既存の AWS Glue ジョブに対して連続ログ記録を有効にするには
1.

https://console.aws.amazon.com/glue/ で AWS Glue コンソール を開きます。

2.
3.

ナビゲーションペインで [Jobs] (ジョブ) を選択します。
[Jobs (ジョブ)] リストから既存のジョブを選択します。

4.
5.

[Action (アクション)]、[Edit job (ジョブの編集)] の順に選択します。
[Monitoring options] (モニタリングオプション) セクションを展開します。

6.
7.

このジョブに使用するために [Continuous logging] (連続ログ記録) を選択します。
[Log filtering] (ログのフィルタリング) で、[Standard filter] (標準フィルター) または [No filter] (フィル
ターなし) を選択します。

新しく作成されたすべての AWS Glue ジョブで連続ログ記録を有効にするには
1.
2.

https://console.aws.amazon.com/glue/ で AWS Glue コンソール を開きます。
ナビゲーションペインで [Jobs] (ジョブ) を選択します。

3.

右上隅の [User preferences (ユーザー設定)] を選択します。

4.

見出しの下の [Monitoring options] (モニタリングオプション) で、[Continuous logging] (連続ログ記録)
を選択します。

5.

[Log filtering] (ログのフィルタリング) で、[Standard filter] (標準フィルター) または [No filter] (フィル
ターなし) を選択します。

これらのユーザー設定は、AWS Glue ジョブを作成するときに明示的に上書きするか、前に説明したよう
に既存のジョブを編集しない限り、すべての新しいジョブに適用されます。

AWS CLI の使用
連続ログ記録を有効にするには、 AWS Glue ジョブにジョブパラメータを渡します。標準フィルタを使用
する場合は、他の AWS Glue ジョブパラメータに類似した、次の特別なジョブパラメータを渡します。詳
細については、 を参照してください。AWS Glue によって使用されるジョブパラメータ (p. 292)
'--enable-continuous-cloudwatch-log': 'true'

フィルタが必要ない場合は、次のコマンドを使用します。
'--enable-continuous-cloudwatch-log': 'true',
'--enable-continuous-log-filter': 'false'

カスタム Amazon CloudWatch ロググループ名を指定できます。指定しない場合、デフォルトのロググ
ループ名は、/aws-glue/jobs/logs-v2/ になります。
'--continuous-log-logGroup': 'custom_log_group_name'

カスタム Amazon CloudWatch ログストリームプレフィックスを指定できます。指定しない場合、デフォ
ルトのログストリームプレフィックスはジョブ実行 ID になります。
'--continuous-log-logStreamPrefix': 'custom_log_stream_prefix'

カスタムの連続ロギング変換パターンを指定できます。指定しない場合、デフォルトの変換パターンは
%d{yy/MM/dd HH:mm:ss} %p %c{1}: %m%n になります。変換パターンは、ドライバーログとエグゼ
キューターログにのみ適用されます。AWS Glue の進行状況バーには影響しません。
'--continuous-log-conversionPattern': 'custom_log_conversion_pattern'
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カスタムスクリプトロガーを使用したアプリケーション固有のメッセージのログ記録
AWS Glue ロガーを使用すると、ドライバーログストリームにリアルタイムで送信される、スクリプトの
アプリケーション固有のメッセージを記録できます。
Python スクリプトの例を以下に示します。
from awsglue.context import GlueContext
from pyspark.context import SparkContext
sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)
logger = glueContext.get_logger()
logger.info("info message")
logger.warn("warn message")
logger.error("error message")

Scala スクリプトの例を以下に示します。
import com.amazonaws.services.glue.log.GlueLogger
object GlueApp {
def main(sysArgs: Array[String]) {
val logger = new GlueLogger
logger.info("info message")
logger.warn("warn message")
logger.error("error message")
}
}

進行状況バーでのジョブ進行状況の表示
AWS Glue は、JOB_RUN_ID-progress-bar ログストリームでリアルタイムの進行状況バーを提供して
AWS Glue ジョブ実行のステータスを確認します。現時点では、glueContext を初期化するジョブのみ
がサポートされています。glueContext を初期化せずに純粋な Spark ジョブを実行すると、AWS Glue
進行状況バーは表示されません。
進行状況バーでは、以下の進行状況が 5 秒ごとに更新されます。
Stage Number (Stage Name): > (numCompletedTasks + numActiveTasks) /
totalNumOfTasksInThisStage]

連続ログ記録によるセキュリティ設定。
CloudWatch ログのセキュリティ設定が有効になっている場合、AWS Glue では、連続ログに対して次の
ような名前のロググループが作成されます。
<Log-Group-Name>-<Security-Configuration-Name>

デフォルトのロググループおよびカスタムロググループは次のようになります。
• デフォルトの連続ロググループは /aws-glue/jobs/logs-v2-<Security-Configuration-Name>
となります。
• カスタム連続ロググループは <custom-log-group-name>-<Security-Configuration-Name> と
なります。
CloudWatch Logs でセキュリティ設定を有効にする場合、logs:AssociateKmsKey を IAM ロールのア
クセス許可に追加する必要があります。そのアクセス許可が含まれていない場合、連続ログ記録は無効に
なります。また、CloudWatch Logs 暗号化を設定するには、Amazon CloudWatch Logs ユーザーガイドの
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「AWS Key Management Service を使用して CloudWatch Logs のログデータを暗号化する」を参照して
ください。
セキュリティ設定作成の詳細については、「AWS Glue コンソールでのセキュリティ設定の使
用 (p. 1049)」を参照してください。

AWS Glue ジョブの連続ログ記録の表示
リアルタイムのログは、AWS Glue コンソールまたは Amazon CloudWatch コンソールを使用して表示で
きます。

AWS Glue コンソールダッシュボードを使用してリアルタイムのログを表示するには
1.

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

2.

ナビゲーションペインで [Jobs] (ジョブ) を選択します。

3.

既存のジョブを追加または開始します。[アクション]、[ジョブの実行] の順に選択します。
ジョブの実行を開始するときは、実行中のジョブに関する情報が含まれているページに移動します。
• [ログ] タブには、集約された古いアプリケーションログが表示されます。
• [Continuous logging (連続ログ記録)] タブには、glueContext が初期化されたジョブが実行されて
いるときにリアルタイムの進行状況バーが表示されます。

4.

• [Continuous logging (連続ログ記録)] タブには、[Driver logs (ドライバーログ)] も含まれています。
このログには、リアルタイムの Apache Spark ドライバーログと、ジョブが実行中に AWS Glue ア
プリケーションを使用して記録されたスクリプトからのアプリケーションログがキャプチャされま
す。
古いジョブでは、リアルタイムログを [Job History] (ジョブ履歴) ビューで [Logs] (ログ) を選択して
表示することもできます。このアクションを実行すると、そのジョブ実行のすべての Spark ドライ
バー、エグゼキュター、および進捗状況バーのログストリームを表示する CloudWatch コンソールに
移動します。

CloudWatch コンソールダッシュボードを使用してリアルタイムのログを表示するには
1.

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

2.
3.
4.

ナビゲーションペインで [ログ] を選択します。
/aws-glue/jobs/logs-v2/ ロググループを選択します。
[フィルタ] ボックスに、ジョブ実行 ID を貼り付けます。
ドライバーログ、エグゼキュターログ、および進行状況バーを表示できます ([標準フィルタ] を使用し
ている場合)。

ジョブのモニタリングとデバッグ
AWS Glue ジョブに関するメトリクスを収集して AWS Glue および Amazon CloudWatch コンソールで可
視化し、問題を特定して修正できます。AWS Glue ジョブのプロファイリングには、以下のステップが必
要です。
1. ジョブ定義で [Job metrics (ジョブメトリクス)] オプションを有効にします。AWS Glue コンソールでプ
ロファイリングを有効にするか、ジョブに対するパラメータとして有効にできます。詳細については、
「Spark ジョブのジョブプロパティの定義 (p. 296)」または「AWS Glue によって使用されるジョブパ
ラメータ (p. 292)」を参照してください。
2. ジョブスクリプトが GlueContext を初期化することを確認します。たとえば、次のスクリプトスニ
ペットは GlueContext を初期化し、プロファイリングされたコードが配置されるスクリプト内の場所
を示しています。この一般的な形式は、以下のデバッグシナリオで使用されます。

350

AWS Glue デベロッパーガイド
スパークジョブのモニタリング

import sys
from awsglue.transforms import *
from awsglue.utils import getResolvedOptions
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job
import time
## @params: [JOB_NAME]
args = getResolvedOptions(sys.argv, ['JOB_NAME'])
sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)
spark = glueContext.spark_session
job = Job(glueContext)
job.init(args['JOB_NAME'], args)
...
...
code-to-profile
...
...
job.commit()

3. ジョブを実行します。
4. AWS Glue コンソールでメトリクスを可視化し、driver または executor の異常なメトリクスを識別
します。
5. 特定されたメトリクスを使用して根本原因を絞り込みます。
6. 必要に応じて、識別されたドライバーまたはジョブエグゼキュターのログストリームを使用して根本原
因を確認します。
トピック
• OOM 例外とジョブの異常のデバッグ (p. 351)
• 要求の厳しいステージとストラグラータスクのデバッグ (p. 358)
• 複数のジョブの進行状況のモニタリング (p. 362)
• DPU の容量計画のモニタリング (p. 366)

OOM 例外とジョブの異常のデバッグ
AWS Glue でメモリ不足 (OOM) 例外とジョブの異常をデバッグできます。以下のセクションで
は、Apache Spark ドライバーや Spark エグゼキュターのメモリ不足例外をデバッグするためのシナリオ
について説明します。
• ドライバー OOM 例外のデバッグ (p. 351)
• エグゼキュター OOM 例外のデバッグ (p. 354)

ドライバー OOM 例外のデバッグ
このシナリオでは、Spark ジョブで多数の小さいファイルが Amazon Simple Storage Service (Amazon
S3) から読み込まれます。ファイルが Apache Parquet 形式に変換された後、Amazon S3 に書き込まれま
す。Spark ドライバーのメモリが不足しています。入力 Amazon S3 データの複数の Amazon S3 パーティ
ションに 100 万を超えるファイルがあります。
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プロファイルされたコードは次のとおりです。

data = spark.read.format("json").option("inferSchema", False).load("s3://input_path")
data.write.format("parquet").save(output_path)

AWS Glue コンソールでプロファイルされたメトリクスを可視化する
以下のグラフでは、ドライバーとエグゼキュターのメモリ使用率がパーセントで示されています。この使
用率は、直近の 1 分間に報告された値を平均した 1 つのデータポイントとしてプロットされます。ジョブ
のメモリプロファイルでは、ドライバーメモリ (p. 341)が安全しきい値である使用率の 50% をすぐに超
えることがわかります。一方、すべてのエグゼキュターにおける平均メモリ使用率 (p. 341)は、まだ 4%
未満です。これは、この Spark ジョブにおけるドライバー実行に異常があることを明確に示しています。

ジョブの実行はすぐに失敗し、AWS Glue コンソールの [History] (履歴) タブにエラー「Command Failed
with Exit Code 1」が表示されます。このエラー文字列は、システムエラーのためにジョブが失敗したこと
を意味します。この場合はドライバーのメモリ不足です。

コンソールの [History] (履歴) タブにある [Error logs] (エラーログ) リンクを選択し、CloudWatch Logs か
らのドライバー OOM に関する詳細情報を確認します。ジョブのエラーログで「Error」を検索し、それ
が本当にジョブの失敗の原因となった OOM 例外であることを確認します。

# java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
# -XX:OnOutOfMemoryError="kill -9 %p"
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# Executing /bin/sh -c "kill -9 12039"...

ジョブの [履歴] タブで、[ログ] を選択します。ジョブの開始時における CloudWatch Logs 内のドライバー
実行の以下のトレースが表示されます。Spark ドライバーは、すべてのディレクトリのすべてのファイル
のリストの取得を試み、InMemoryFileIndex を構築してファイルごとに 1 つのタスクを起動します。
この結果、Spark ドライバーは、すべてのタスクを追跡するため、大量の状態をメモリに保持する必要が
生じます。また、メモリ内インデックスの多数のファイルの完全なリストを取得するため、ドライバー
OOM となります。

グループ化を使用した複数のファイルの処理を修正する
でグループ化AWS Glue機能を使用して、複数のファイルの処理を修正できます。グループ化は、動的な
フレームを使用しているときと、入力データセットに多数のファイル (50,000 超) があるときに自動的に有
効になります。グループかにより、複数のファイルを 1 つのグループにまとめることができ、タスクは単
一のファイルではなくグループ全体を処理できるようになります。その結果、Spark ドライバーがメモリ
に保存する状態がかなり少なくなり、追跡するタスクが減少します。データセットのグループ化を手動で
有効にする方法の詳細については、「大きなグループの入力ファイルの読み取り (p. 735)」を参照してく
ださい。
AWS Glue ジョブのメモリプロファイルを確認するには、グループ化を有効にして次のコードをプロファ
イルします。

df = glueContext.create_dynamic_frame_from_options("s3", {'paths': ["s3://input_path"],
"recurse":True, 'groupFiles': 'inPartition'}, format="json")
datasink = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(frame = df, connection_type = "s3",
connection_options = {"path": output_path}, format = "parquet", transformation_ctx =
"datasink")

AWS Glue ジョブプロファイルでは、メモリプロファイルと ETL データ移動を監視できます。
ドライバーは、AWS Glue ジョブの持続期間全体にわたって、メモリ使用率のしきい値である 50% 未満で
実行されます。エグゼキュターは、Amazon S3 からデータをストリーミングして処理し、Amazon S3 に
書き出します。その結果、消費されるメモリは常に 5% 未満となります。

以下のデータ移動プロファイルは、ジョブが進行するにつれてすべてのエグゼキュターにより直近 1 分間
に読み取り (p. 343)および書き込み (p. 344)された Amazon S3 バイトの合計数を示しています。デー
タはすべてのエグゼキュターでストリーミングされるため、どちらも同様のパターンに従っています。
ジョブは、100 万ファイルすべての処理を 3 時間未満で完了します。
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エグゼキュター OOM 例外のデバッグ
このシナリオでは、Apache Spark エグゼキュターで発生する可能性がある OOM 例外をデバッグする方法
について説明します。次のコードでは、Spark MySQL リーダーを使用して、約 34 万行の大きなテーブル
を Spark データフレームに読み取ります。次に、Parquet 形式で Amazon S3 に書き出します。接続プロ
パティを用意し、デフォルト Spark 設定を使用してテーブルを読み取ることができます。

val connectionProperties = new Properties()
connectionProperties.put("user", user)
connectionProperties.put("password", password)
connectionProperties.put("Driver", "com.mysql.jdbc.Driver")
val sparkSession = glueContext.sparkSession
val dfSpark = sparkSession.read.jdbc(url, tableName, connectionProperties)
dfSpark.write.format("parquet").save(output_path)

AWS Glue コンソールでプロファイルされたメトリクスを可視化する
メモリ使用量グラフの傾きが正で 50% を超えた場合、および次のメトリクスが出力される前にジョブが失
敗した場合は、メモリ枯渇が原因の候補となります。以下のグラフは、実行してから 1 分以内に、すべて
のエグゼキュターにおける平均メモリ使用率 (p. 341)がすぐに 50% を超えることを示しています。使用
率は最大 92% に上昇し、エグゼキュターを実行するコンテナは Apache Hadoop YARN により停止されま
す。
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次のグラフが示すよう、ジョブが失敗するまで常に単一のエグゼキュター (p. 339)が実行されていま
す。これは、新しいエグゼキュターが起動され、停止されたエグゼキュターが置き換えられるためで
す。JDBC データソースの読み取りは、列上のテーブルをパーティション化して複数の接続を開く必要が
あるため、デフォルトでは並列化されません。その結果、1 つのエグゼキュターだけがテーブル全体を順
番に読み込みます。

次のグラフが示すように、Spark はジョブが失敗するまでに 4 回新しいタスクを起動しようとします。3
つのエグゼキュターのメモリプロファイル (p. 342)を確認できます。各エグゼキュターはすべてのメモリ
をすぐに使い尽くします。4 番目のエグゼキュターのメモリが不足し、ジョブは失敗します。その結果、
そのメトリクスはすぐに報告されません。
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次の図に示すように、AWS Glue コンソールのエラー文字列からは、ジョブが OOM 例外のために失敗し
たことを確認できます。

ジョブ出力ログ: エグゼキュター OOM 例外の結果をさらに確認するには、CloudWatch Logs を参照しま
す。「Error」を検索すると、メトリクスダッシュボードに示されているように、4 つのエグゼキュター
がほぼ同じ時間枠で停止されています。メモリ制限を超えると、すべて YARN により終了されます。
エグゼキュター 1
18/06/13 16:54:29 WARN YarnAllocator: Container killed by YARN for exceeding
memory limits. 5.5 GB of 5.5 GB physical memory used. Consider boosting
spark.yarn.executor.memoryOverhead.
18/06/13 16:54:29 WARN YarnSchedulerBackend$YarnSchedulerEndpoint: Container killed by YARN
for exceeding memory limits. 5.5 GB of 5.5 GB physical memory used. Consider boosting
spark.yarn.executor.memoryOverhead.
18/06/13 16:54:29 ERROR YarnClusterScheduler: Lost executor 1 on
ip-10-1-2-175.ec2.internal: Container killed by YARN for exceeding memory limits. 5.5 GB
of 5.5 GB physical memory used. Consider boosting spark.yarn.executor.memoryOverhead.
18/06/13 16:54:29 WARN TaskSetManager: Lost task 0.0 in stage 0.0 (TID 0,
ip-10-1-2-175.ec2.internal, executor 1): ExecutorLostFailure (executor 1
exited caused by one of the running tasks) Reason: Container killed by YARN for
exceeding memory limits. 5.5 GB of 5.5 GB physical memory used. Consider boosting
spark.yarn.executor.memoryOverhead.

エグゼキュター 2
18/06/13 16:55:35 WARN YarnAllocator: Container killed by YARN for exceeding
memory limits. 5.8 GB of 5.5 GB physical memory used. Consider boosting
spark.yarn.executor.memoryOverhead.
18/06/13 16:55:35 WARN YarnSchedulerBackend$YarnSchedulerEndpoint: Container killed by YARN
for exceeding memory limits. 5.8 GB of 5.5 GB physical memory used. Consider boosting
spark.yarn.executor.memoryOverhead.
18/06/13 16:55:35 ERROR YarnClusterScheduler: Lost executor 2 on ip-10-1-2-16.ec2.internal:
Container killed by YARN for exceeding memory limits. 5.8 GB of 5.5 GB physical memory
used. Consider boosting spark.yarn.executor.memoryOverhead.
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18/06/13 16:55:35 WARN TaskSetManager: Lost task 0.1 in stage 0.0 (TID 1,
ip-10-1-2-16.ec2.internal, executor 2): ExecutorLostFailure (executor 2 exited
caused by one of the running tasks) Reason: Container killed by YARN for
exceeding memory limits. 5.8 GB of 5.5 GB physical memory used. Consider boosting
spark.yarn.executor.memoryOverhead.

エグゼキュター 3
18/06/13 16:56:37 WARN YarnAllocator: Container killed by YARN for exceeding
memory limits. 5.8 GB of 5.5 GB physical memory used. Consider boosting
spark.yarn.executor.memoryOverhead.
18/06/13 16:56:37 WARN YarnSchedulerBackend$YarnSchedulerEndpoint: Container killed by YARN
for exceeding memory limits. 5.8 GB of 5.5 GB physical memory used. Consider boosting
spark.yarn.executor.memoryOverhead.
18/06/13 16:56:37 ERROR YarnClusterScheduler: Lost executor 3 on
ip-10-1-2-189.ec2.internal: Container killed by YARN for exceeding memory limits. 5.8 GB
of 5.5 GB physical memory used. Consider boosting spark.yarn.executor.memoryOverhead.
18/06/13 16:56:37 WARN TaskSetManager: Lost task 0.2 in stage 0.0 (TID 2,
ip-10-1-2-189.ec2.internal, executor 3): ExecutorLostFailure (executor 3
exited caused by one of the running tasks) Reason: Container killed by YARN for
exceeding memory limits. 5.8 GB of 5.5 GB physical memory used. Consider boosting
spark.yarn.executor.memoryOverhead.

エグゼキュター 4
18/06/13 16:57:18 WARN YarnAllocator: Container killed by YARN for exceeding
memory limits. 5.5 GB of 5.5 GB physical memory used. Consider boosting
spark.yarn.executor.memoryOverhead.
18/06/13 16:57:18 WARN YarnSchedulerBackend$YarnSchedulerEndpoint: Container killed by YARN
for exceeding memory limits. 5.5 GB of 5.5 GB physical memory used. Consider boosting
spark.yarn.executor.memoryOverhead.
18/06/13 16:57:18 ERROR YarnClusterScheduler: Lost executor 4 on ip-10-1-2-96.ec2.internal:
Container killed by YARN for exceeding memory limits. 5.5 GB of 5.5 GB physical memory
used. Consider boosting spark.yarn.executor.memoryOverhead.
18/06/13 16:57:18 WARN TaskSetManager: Lost task 0.3 in stage 0.0 (TID 3,
ip-10-1-2-96.ec2.internal, executor 4): ExecutorLostFailure (executor 4 exited
caused by one of the running tasks) Reason: Container killed by YARN for
exceeding memory limits. 5.5 GB of 5.5 GB physical memory used. Consider boosting
spark.yarn.executor.memoryOverhead.

AWS Glue 動的フレームを使用してフェッチサイズ設定を修正する
Spark JDBC フェッチサイズのデフォルトの設定が 0 であるため、エグゼキュターは JDBC テーブルの読
み取り中にメモリ不足になります。つまり、Spark は行を一度に 1 つずつストリーミングしますが、Spark
エグゼキュター上の JDBC ドライバーがデータベースから 3400 万行をまとめてフェッチして、それらを
キャッシュしようとします。Spark を使用すると、フェッチサイズパラメータを 0 以外のデフォルト値に
設定することにより、このシナリオを回避できます。
代わりに AWS Glue 動的フレームを使用することで、この問題を解決することもできます。デフォルトで
は、動的フレームは 1,000 行のフェッチサイズを使用します。これは通常十分な値です。このため、エグ
ゼキュターが合計メモリの 7% 超を使用することはありません。AWS Glue ジョブは、エグゼキュターを
1 つだけ使用して 2 分未満で完了します。AWS Glue 動的フレームを使用することが推奨されるアプロー
チですが、Apache Spark の fetchsize プロパティを使用してフェッチサイズを設定することもできま
す。「Spark SQL、DataFrames および Datasets ガイド」を参照してください。
val (url, database, tableName) = {
("jdbc_url", "db_name", "table_name")
}
val source = glueContext.getSource(format, sourceJson)
val df = source.getDynamicFrame
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glueContext.write_dynamic_frame.from_options(frame = df, connection_type = "s3",
connection_options = {"path": output_path}, format = "parquet", transformation_ctx =
"datasink")

プロファイルされた通常のメトリクス: 以下の図に示すように、AWS Glue 動的フレームを持つエグゼキュ
ターメモリ (p. 341)が安全しきい値を超えることはありません。データベースから行をストリーミング
し、任意の時点で 1,000 行のみ JDBC ドライバーにキャッシュします。メモリ不足例外は発生しません。

要求の厳しいステージとストラグラータスクのデバッグ
AWS Glue ジョブプロファイリングを使用して、抽出、変換、ロード (ETL) ジョブで要求の厳しいステー
ジとストラグラータスクを特定できます。ストラグラータスクは、AWS Glue ジョブのステージに含まれ
る他のタスクよりかなり時間がかかります。その結果、ステージの完了まで時間がかかり、ジョブの合計
実行時間も遅延します。

小さい入力ファイルを大きい出力ファイルにまとめる
ストラグラータスクは、さまざまなタスク間の処理が均等に分散していないときや、データスキューに
よって特定のタスクが処理するデータが多くなった場合に発生する可能性があります。
Apache Spark の一般的なパターンである次のコードをプロファイルし、多数の小さいファイルをいくつ
かの大きい出力ファイルにまとめることができます。この例では、入力データセットは 32 GB の JSON
Gzip 圧縮ファイルです。出力データセットには、約 190 GB の圧縮されていない JSON ファイルが含まれ
ています。
プロファイルされたコードは次のとおりです。
datasource0 = spark.read.format("json").load("s3://input_path")
df = datasource0.coalesce(1)
df.write.format("json").save(output_path)

AWS Glue コンソールでプロファイルされたメトリクスを可視化する
ジョブをプロファイルすると、4 つのメトリクスセットを調べることができます。
• ETL データ移動
• エグゼキュター間のデータシャッフル
• ジョブの実行
• メモリプロファイル
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ETL データ移動: [ETL Data Movement (ETL データ移動)] プロファイルでは、バイトは、最初の 6 分間に
完了する最初のステージのすべてのエグゼキュターにより比較的早く読み取られます (p. 343)。ただし、
ジョブの合計実行時間が約 1 時間の場合、ほとんどがデータの書き込み (p. 344)で構成されます。

エグゼキュター間のデータシャッフル: ジョブ実行 (p. 337)メトリクスとデータシャッフル (p. 336)メ
トリクスが示しているように、シャッフル中の読み取りおよび書き込みのバイト数も、ステージ 2 が終了
する前に急増しています。すべてのエグゼキュターからのデータシャッフルの後、読み取りと書き込みは
エグゼキュター 3 番のみから続行されます。

ジョブの実行: 以下のグラフに示すように、他のすべてのエグゼキュターはアイドル状態であり、最終的に
時間 10:09 までに破棄されます。この時点で、エグゼキュターの合計数はわずか 1 に減ります。これは、
エグゼキュター 3 番が、実行時間が最も長いストラグラータスクで構成されているため、ジョブの実行時
間の大部分を占めていることを明確に示しています。
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メモリプロファイル: 最初の 2 つのステージの後、エグゼキュター 3 番 (p. 342)のみがメモリをアクティ
ブに消費してデータを処理します。残りのエグゼキュターはアイドル状態のままであるか、最初の 2 つの
ステージの完了後すぐに破棄されます。

グループ化を使用してストラグラーエグゼキュターを修正する
ストラグラーエグゼキュターは、 でグループ化AWS Glueを使用して回避できます。グループ化を使用し
てデータをすべてのエグゼキュター間に均等に分散し、クラスター内で利用可能なすべてのエグゼキュ
ターを使用して大きいファイルにまとめます。詳細については、 を参照してください。大きなグループの
入力ファイルの読み取り (p. 735)
AWS Glue ジョブで ETL データ移動を確認するには、グループ化を有効にして次のコードをプロファイル
します。
df = glueContext.create_dynamic_frame_from_options("s3", {'paths': ["s3://input_path"],
"recurse":True, 'groupFiles': 'inPartition'}, format="json")
datasink = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(frame = df, connection_type =
"s3", connection_options = {"path": output_path}, format = "json", transformation_ctx =
"datasink4")
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ETL データ移動: データの書き込みは、ジョブの実行時間全体にわたって、データの読み取りと並行して
ストリーミングされるようになりました。その結果、ジョブは 8 分以内に終了します。以前よりもはるか
に早いスピードです。

エグゼキュター間でのデータシャッフル: グループ化機能を使用して読み取り中に入力ファイルがまとめら
れると、データの読み取り後、コストのかかるデータシャッフルが行われなくなります。

ジョブの実行: ジョブ実行メトリクスは、実行されてデータを処理しているアクティブなエグゼキュターの
合計数がかなり安定していることを示しています。ジョブに単一のストラグラーはありません。すべての
エグゼキュターがアクティブで、ジョブが完了するまでは破棄されません。エグゼキュター間でデータの
中間シャッフルは行われないため、ジョブにはステージが 1 つしかありません。
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メモリプロファイル: このメトリクスは、すべてのエグゼキュター間のアクティブなメモリ消
費 (p. 342)を示しています。これは、すべてのエグゼキュター間にアクティビティがあることを再確認す
るものです。データは並行してストリーミングおよび書き出されるため、すべてのエグゼキュターの合計
メモリ使用量はほぼ均等で、すべてのエグゼキュター安全しきい値をかなり下回っています。

複数のジョブの進行状況のモニタリング
複数の AWS Glue ジョブをまとめてプロファイルし、それらの間のデータフローを監視できます。これ
は、一般的なワークフローパターンであり、個々のジョブの進行状況、データ処理バックログ、データの
再処理、ジョブのブックマークのモニタリングが必要です。
トピック
• プロファイルされたコード (p. 362)
• AWS Glue コンソールでプロファイルされたメトリクスを可視化する (p. 363)
• ファイルの処理を修正する (p. 365)

プロファイルされたコード
このワークフローには、入力ジョブと出力ジョブの 2 つがあります。入力ジョブは、定期的なトリガーを
使用して 30 分ごとに実行するようにスケジュールされます。出力ジョブは、入力ジョブの実行が成功す
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るたびに実行されるようにスケジュールされます。このようなスケジュールされたジョブは、ジョブトリ
ガーを使用して制御されます。

入力ジョブ: このジョブは Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) の場所からデータを読み取
り、ApplyMapping を使用して変換し、Amazon S3 のステージング場所に書き込みます。次のコード
は、入力ジョブのプロファイルされたコードです。
datasource0 = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(connection_type="s3",
connection_options = {"paths": ["s3://input_path"],
"useS3ListImplementation":True,"recurse":True}, format="json")
applymapping1 = ApplyMapping.apply(frame = datasource0, mappings = [map_spec])
datasink2 = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(frame = applymapping1,
connection_type = "s3", connection_options = {"path": staging_path, "compression":
"gzip"}, format = "json")

出力ジョブ: このジョブは、Amazon S3 内のステージング場所から入力ジョブの出力を読み取り、もう一
度変換して、ターゲットの場所に書き込みます。

datasource0 = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(connection_type="s3",
connection_options = {"paths": [staging_path],
"useS3ListImplementation":True,"recurse":True}, format="json")
applymapping1 = ApplyMapping.apply(frame = datasource0, mappings = [map_spec])
datasink2 = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(frame = applymapping1,
connection_type = "s3", connection_options = {"path": output_path}, format = "json")

AWS Glue コンソールでプロファイルされたメトリクスを可視化する
次のダッシュボードでは、入力ジョブから取得された Amazon S3 バイトの書き込みメトリクスを、出力
ジョブの同じタイムラインにある Amazon S3 バイトの読み取りメトリクスに重ね合わせています。タイ
ムラインには、入力および出力ジョブのさまざまなジョブの実行が表示されます。入力ジョブ (赤で表示)
は、30 分ごとに開始されます。出力ジョブ (茶色で表示) は、入力ジョブの完了時に開始し、最大同時実行
数は 1 です。

この例では、ジョブのブックマークが有効になっていません。スクリプトコードでジョブのブックマーク
を有効にするために使用される変換コンテキストはありません。
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ジョブ履歴: [履歴] タブに示されているように、入力および出力ジョブには、午後 12 時に始まる複数の実
行があります。
AWS Glue コンソールで入力ジョブは次のようになります。

以下のイメージに、出力ジョブを示します。

最初のジョブの実行: 以下のデータバイトの読み書きグラフに示されているように、12:00 から 12:30 の間
に行われた入力および出力ジョブの最初のジョブの実行は、曲線の下のほぼ同じ領域を示しています。こ
れらの領域は、入力ジョブによって書き込まれた Amazon S3 バイトと、出力ジョブによって読み取られ
た Amazon S3 バイトを表しています。このデータは、書き込まれた Amazon S3 バイトの比率によっても
確認されます (30 分間の累計 – 入力ジョブのジョブトリガー頻度)。午後 12 時に開始された入力ジョブの
実行の比率のデータポイントも 1 です。
以下のグラフは、すべてのジョブの実行におけるデータフロー比率を示しています。

2 回目のジョブの実行: 2 回目のジョブの実行では、入力ジョブによって書き込まれるバイト数と比較し
て、出力ジョブにより読み取られるバイト数に明確な違いがあります。(出力ジョブの 2 つのジョブの実行
にまたがる曲線の下の領域を比較するか、入力および出力ジョブの 2 回目の実行の領域を比較します)。読
み取りバイトと書き込みバイトの比率は、12:30 から 13:00 までの 2 番目の 30 分スパンにおいて入力ジョ
ブによって書き込まれるデータの約 2.5 倍のデータを出力ジョブが読み取ることを示しています。ジョブ
のブックマークが有効になっていなかったため、出力ジョブが入力上部による最初のジョブの実行の出力
を再処理したことがその理由です。1 より大きい比率は、出力ジョブにより処理された追加のデータバッ
クログがあることを示しています。
3 回目のジョブの実行: 入力ジョブは、書き込まれるバイト数の観点でほぼ一定です (赤色の曲線の下にあ
る領域を参照)。ただし、入力ジョブの 3 回目の実行には、予想されるよりも時間がかかります (赤色の曲
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線が長く続いていることを確認)。その結果、出力ジョブの 3 回目のジョブの実行が遅れて開始します。3
回目のジョブの実行では、13:00 から 13:30 までの残りの 30 分においてステージング場所に蓄積された
データのごく一部のみ処理されました。バイトフローの比率は、入力ジョブの 3 回目の実行により書き込
まれたデータの 0.83 のみ処理されたことを示しています (13:00 の比率を参照)。
入力ジョブと出力ジョブの重複: 入力ジョブの 4 回目のジョブの実行は、スケジュールに従って 13:30 に
開始されました。これは、出力ジョブの 3 回目のジョブの実行が終了する前です。これらの 2 つのジョ
ブの実行は一部の重複しています。ただし、出力ジョブの 3 回目の実行では、13:17 前後に開始されたと
き、Amazon S3 のステージング場所にリストされたファイルのみキャプチャされます。これは、入力ジョ
ブの最初のジョブの実行から取得されたすべてのデータ出力で構成されています。13:30 時点での実際の
比率は約 2.75 です。出力ジョブの 3 回目のジョブの実行では、13:30 から 14:00 に入力ジョブの 4 回目の
ジョブの実行により書き込まれたデータの約 2.75 倍のデータが処理されました。
これらのイメージが示すように、出力ジョブは、入力ジョブのそれ以前のすべてのジョブの実行から取得
されたステージング場所からのデータを再処理します。その結果、出力ジョブの 4 番目のジョブの実行が
最も長くなり、入力ジョブの 5 回目のジョブの実行全体と重複します。

ファイルの処理を修正する
出力ジョブが、出力ジョブの以前のジョブの実行で処理されていないファイルのみ処理するようにする必
要があります。これを行うには、次のように、ジョブのブックマークを有効にし、ジョブ出力に変換コン
テキストを設定します。
datasource0 = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(connection_type="s3",
connection_options = {"paths": [staging_path],
"useS3ListImplementation":True,"recurse":True}, format="json", transformation_ctx =
"bookmark_ctx")

ジョブのブックマークが有効な場合、出力ジョブは、入力ジョブのそれまでのすべてのジョブの実行から
取得されたステージング場所のデータを再処理しません。読み書きされたデータを示す以下のイメージで
は、茶色の曲線の下にある領域はほぼ一定であり、赤色の曲線と似ています。

追加のデータが処理されないため、バイトフローの比率もほぼ 1 に維持されます。
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出力ジョブのジョブの実行が開始され、次の入力ジョブの実行がデータをさらにステージング場所に置
き始める前にステージング場所のファイルをキャプチャします。これを続けている限り、それまでの入力
ジョブの実行からキャプチャされたファイルのみ処理され、比率はほぼ 1 に維持されます。

入力ジョブに予想以上に時間がかかるため、2 回の入力ジョブの実行から取得されたステージング場所の
ファイルが出力ジョブによってキャプチャされるとします。その出力ジョブの実行では、比率が 1 よりも
大きくなります。ただし、出力ジョブのそれ以降のジョブの実行では、出力ジョブのそれまでのジョブの
実行により既に処理されているファイルは処理されません。

DPU の容量計画のモニタリング
AWS Glue でジョブメトリクスを使用すると、AWS Glue ジョブをスケールアウトするために使用できる
データ処理単位 (DPU) の数を予測できます。

Note
このページは AWS Glue バージョン 0.9 および 1.0 にのみ適用できます。AWS Glue 以降のバー
ジョンには、容量計画時に追加の考慮事項を導入するコスト削減機能が含まれています。
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トピック
• プロファイルされたコード (p. 367)
• AWS Glue コンソールでプロファイルされたメトリクスを可視化する (p. 367)
• 最適な DPU 容量を決定する (p. 369)

プロファイルされたコード
次のスクリプトは、428 個の gzip で圧縮された JSON ファイルを含む Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3) パーティションを読み取ります。このスクリプトは、マッピングを適用してフィールド名を
変更し、Apache Parquet 形式に変換して Amazon S3 に書き込みます。デフォルトに従って 10 個の DPU
をプロビジョニングし、このジョブを実行します。
datasource0 = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(connection_type="s3",
connection_options = {"paths": [input_path],
"useS3ListImplementation":True,"recurse":True}, format="json")
applymapping1 = ApplyMapping.apply(frame = datasource0, mappings = [(map_spec])
datasink2 = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(frame = applymapping1,
connection_type = "s3", connection_options = {"path": output_path}, format = "parquet")

AWS Glue コンソールでプロファイルされたメトリクスを可視化する
ジョブの実行 1: このジョブの実行では、プロビジョニングが不足している DPU がクラスターにある
かどうかを調べる方法を示します。AWS Glue でのジョブ実行機能は、アクティブに実行されている
エグゼキュターの合計数 (p. 339)、完了したステージの数 (p. 333)、必要なエグゼキュターの最大
数 (p. 340)を表示します。
必要なエグゼキュターの最大数は、実行中のタスクと保留中のタスクの合計数を加算し、エグゼキュター
ごとのタスクで除算することによって算出されます。この結果は、現在の負荷に対応するために必要なエ
グゼキュターの合計数の尺度となります。
一方、アクティブに実行されているエグゼキュターの数は、アクティブな Apache Spark タスクで実行さ
れているエグゼキュターの数を測定します。ジョブが進行するにつれて、必要なエグゼキュターの最大数
は変化し、保留中のタスクキューが減るため通常はジョブの終わりに向かって減少します。
次のグラフの横方向の赤色の線は、割り当てられたエグゼキュターの最大数を示しています。これは、
ジョブに割り当てる DPU の数によって異なります。この場合、ジョブの実行に対して 10 個の DPU を割
り当てます。1 つの DPU が管理用に予約されています。9 個の DPU はそれぞれ 2 つのエグゼキュターを
実行し、1 つのエグゼキュターは Spark ドライバー用に予約されています。Spark ドライバーはプライマ
リアプリケーション内で実行されます。そのため、割り当てられるエグゼキュターの最大数は、2*9 - 1 =
17 です。
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グラフが示すとおり、必要なエグゼキュターの最大数はジョブの開始時に 107 から始まりますが、アク
ティブなエグゼキュターの数は 17 のままです。これは、10 個の DPU を持つ割り当てられるエグゼキュ
ターの最大数と同じです。必要なエグゼキュターの最大数と割り当てられるエグゼキュターの最大数の比
率 (Spark ドライバーでは両方に 1 を加算) から、プロビジョニングが不足している係数が 108/18 = 6 倍で
あるとわかります。6 (プロビジョニング率未満) *9 (現在の DPU 容量 -1) +1 DPU = 55 個の DPU をプロビ
ジョニングしてジョブをスケールアウトし、最大限の並列処理で実行することで処理時間を短縮すること
ができます。
AWS Glue コンソールは、詳細なジョブメトリクスを、元の割り当てられるエグゼキュターの最大数を表
す静的な線として表示します。コンソールは、メトリクスのジョブ定義からから割り当てられるエグゼ
キュターの最大数を計算します。対照的に、詳細なジョブ実行メトリクスについては、コンソールはジョ
ブ実行設定から割り当てられるエグゼキュターの最大数、特にジョブ実行に割り当てられた DPU を計算
します。個々のジョブ実行のメトリクスを表示するには、ジョブ実行を選択して、[実行メトリクスの表示]
を選択します。
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読み取り (p. 343)および書き込み (p. 344)された Amazon S3 バイトを見ると、ジョブが Amazon S3
からのデータをストリーミングして並列に書き出すことに 6 分すべてを消費していることがわかります。
割り当てられた DPU 上のすべてのコアは、Amazon S3 に対して読み取りと書き込みを行います。必要
なエグゼキュターの最大数 107 は、入力 Amazon S3 パス内のファイル数 428 とも整合しています。各
エグゼキュターは、4 つの Spark タスクを起動し、4 つの入力ファイルを処理します (gzip で圧縮された
JSON)。

最適な DPU 容量を決定する
前のジョブの実行の結果に基づいて、割り当てられる DPU の合計数を 55 に増やし、ジョブがどのよう
に実行されるかを確認できます。ジョブは 3 分未満で完了します。以前に必要な時間の半分です。この場
合、実行時間の短いジョブであるため、ジョブのスケールアウトは直線的ではありません。存続期間の長
いタスクまたは多数のタスクを持つジョブ (必要なエグゼキュターの最大数が大きい) は、直線的に近い
DPU スケールアウトのパフォーマンス向上から恩恵を受けます。

上の図に示すように、アクティブなエグゼキュターの合計数が最大割り当て数 107 個のエグゼキュター
に到達します。同様に、必要なエグゼキュターの最大数が割り当てられるエグゼキュターの最大数を上回
ることはありません。必要なエグゼキュターの最大数は、アクティブに実行されているタスクと保留中の
タスクの数から計算されるため、アクティブなエグゼキュターの数よりも小さい可能性があります。これ
は、短期間部分的または完全にアイドル状態になり、まだ停止されていないエグゼキュターが存在する可
能性があるためです。
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このジョブの実行では、Amazon S3 から並列で読み取りと書き込みをするために 6 倍のエグゼキュター
が使用されます。その結果、このジョブの実行では、読み取りと書き込みの両方に使用される Amazon S3
帯域幅が多くなり、早く完了します。

過度にプロビジョニングされた DPU を識別する
次に、100 個の DPU (99 * 2 = 198 個のエグゼキュター) でジョブをスケールアウトするとこれ以上スケー
ルアウトしなくてよくなるかどうかを調べることができます。次のグラフが示すように、ジョブが完了
するまでまだ 3 分かかります。同様に、ジョブは 107 個を超えてスケールアウトしないため (55 DPU 構
成)、残りの 91 個のエグゼキュターは過剰にプロビジョニングされてまったく使用されません。必要なエ
グゼキュターの最大数からわかるように、これは DPU の数を増やしても必ずパフォーマンスが向上する
わけではないことを示しています。
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時間の差を比較する
次の表に示す 3 つのジョブが実行は、10 個の DPU、55 個の DPU、100 個の DPU のジョブの実行時間を
まとめています。最初のジョブの実行をモニタリングすることで確立した推定値を使用して、ジョブの実
行時間を向上させることができる DPU 容量を調べることができます。
ジョブ ID

DPU の数

実行時間

jr_c894524c8ef5048a4d9...

10

6 分.

jr_1a466cf2575e7ffe6856...

55

3 分.

jr_34fa1ed4c6aa9ff0a814...

100

3 分.

AWS Glueでの Python シェルジョブ
Python シェルジョブを使用して、AWS Glue でシェルとして Python スクリプトを実行できます。Python
シェルジョブを使用すると、Python 2.7 または Python 3.6、Python 3.9 と互換性のあるスクリプトを実行
することができます。
Python シェルを使用してジョブのブックマークを使用することはできません。
Python シェルジョブ用の Amazon CloudWatch Logs グループは、/aws-glue/python-jobs/output
です。エラーについては、ロググループ /aws-glue/python-jobs/errors を参照してください。
トピック
• Python シェルジョブのジョブプロパティの定義 (p. 371)
• サポートされている Python シェルジョブのライブラリ (p. 372)
• 制約事項 (p. 374)
• 独自の Python ライブラリの提供 (p. 374)

Python シェルジョブのジョブプロパティの定義
このセクションでは、AWS Glue Studio でのジョブプロパティの定義、または AWS CLI の使用について
説明します。

AWS Glue Studio
AWS Glue Studio で Python シェルジョブを定義する場合、次のいくつかのプロパティを指定します。
[IAM role] (IAM ロール)
ジョブの実行とデータストアへのアクセスに使用されるリソースの認証に使用する AWS Identity and
Access Management (IAM) ロールを指定します。AWS Glue でジョブを実行するためのアクセス権限
の詳細については、AWS Glue リソースのアクセス許可の管理 (p. 1054) を参照してください。
タイプ
[Python シェル] を選択して、pythonshell という名前のジョブコマンドを使用して Python スクリ
プトを実行します。
Python バージョン
Python のバージョンを選択します。デフォルトは Python 3.6 です。有効なバージョンは Python 3.6
および Python 3.9 です。
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共通分析ライブラリを読み込む (推奨)
Python 3.9 用の共通ライブラリを Python シェルに含めるには、このオプションを選択します。
ライブラリがカスタムであったり、インストール済みのライブラリと競合する場合は、共通ライブラ
リをインストールしないことを選択することができます。しかしながら、共通ライブラリ以外のライ
ブラリを追加でインストールすることは可能です。
このオプションを選択する場合、library-set オプションが analytics に設定されます。このオ
プションの選択を外す場合、library-set オプションが none に設定されます。
スクリプトのファイル名とスクリプトパス
スクリプトのコードでジョブの手続きロジックを定義します。Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3) でスクリプト名と場所を指定します。パスのスクリプトディレクトリと同じ名前のファ
イルが存在していないことを確認します。スクリプトの使用の詳細については、AWS Glueコンソー
ルで Spark スクリプトの編集 (p. 302) を参照してください。
スクリプト
スクリプトのコードでジョブの手続きロジックを定義します。Python 3.6 または Python 3.9 でスクリ
プトをコーディングできます。スクリプトは AWS Glue Studio で編集できます。
データ処理単位
このジョブの実行に割り当てられる AWS Glue データ処理ユニット (DPU) の最大数。DPU は処理能
力を相対的に測定するもので、4 個の vCPU のコンピューティング性能と 16 GB のメモリで構成され
ています。詳細については、「AWS Glue 料金表」を参照してください。
値を 0.0625 または 1 に設定できます。デフォルトは 0.0625 です。

CLI
また、以下の例のように、AWS CLI を使用して Python シェルジョブを作成することもできます

aws glue create-job --name python-job-cli --role Glue_DefaultRole
--command '{"Name" : "pythonshell", "PythonVersion": "3.9", "ScriptLocation" : "s3://
aws-glue-scripts-123456789012-us-east-1/Admin/python-job-cli.py"}'
--max-capacity 0.0625

AWS CLI で作成したジョブはデフォルトで Python 3 になります。有効な Python バージョンは 3 (3.6
に対応) と 3.9 です。Python 3.6 を指定するには、--command パラメータにこのタプルを追加します:
"PythonVersion":"3"。
Python 3.9 を指定するには、--command パラメータにこのタプルを追加します:
"PythonVersion":"3.9"。
Python シェルジョブによって使用される最大容量を設定するには、--max-capacity パラメータを指定
します。Python シェルジョブに --allocated-capacity パラメータは使用できません。

サポートされている Python シェルジョブのライブラ
リ
Python 3.9 を使用する Python シェルでは、必要に応じて事前にパッケージ済みのライブラリセットを使
用するようにライブラリセットを選択できます。ライブラリセットを選択するには、library-set オプ
ションを使用します。有効な値は、analytics および none です。

372

AWS Glue デベロッパーガイド
サポートされている Python シェルジョブのライブラリ

Python シェルジョブを実行する環境は、次のライブラリをサポートしています。
Python バージョン

Python 3.6

Python 3.9

ライブラリセット

該当なし

分析

avro
awscli

1.11.0
116.242

1.23.5

awswrangler

1.23.5

2.15.1

botocore

1.12.232

1.23.5

boto3

1.9.203

1.22.5

Elasticsearch

1.23.5

8.2.0

numpy

1.16.2

1.22.3

pandas

0.24.2

1.4.2

psycopg2

2.9.3

pyathena

2.5.3

PyGreSQL

なし

5.0.6

PyMySQL

1.0.2

pyodbc

4.0.32

pyorc

0.6.0

redshift-connector

2.0.907

requests

2.22.0

2.27.1

scikit-learn

0.20.3

1.0.2

scipy

1.2.1

1.8.0

SQLAlchemy

1.4.36

s3fs

2022.3.0

科学計算用の Python シェルジョブで、NumPy ライブラリを使用できます。詳細については、「NumPy」
を参照してください。以下の例は、Python シェルジョブで使用できる NumPy スクリプトを示していま
す。このスクリプトは、「Hello world」といくつかの数値計算の結果を出力します。
import numpy as np
print("Hello world")
a = np.array([20,30,40,50])
print(a)
b = np.arange( 4 )
print(b)
c = a-b
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print(c)
d = b**2
print(d)

制約事項
Python ライブラリのパッケージ化には、以下の制限があります。
• .egg ファイルの追加は、Python 3.9 ではサポートされていません。

独自の Python ライブラリの提供
PIP を使用する
Python 3.9 を使用する Python シェルでは、ジョブレベルで追加の Python モジュールや異なるバージョン
を指定することもできます。--additional-python-modules オプションでコンマ区切りの Python モ
ジュールのリストを指定することで、新しいモジュールを追加したり、既存のモジュールのバージョンを
変更したりできます。
例えば、更新したり新しい scikit-learn モジュールを追加したりするには、"--additionalpython-modules", "scikit-learn==0.21.3" のキー/値を使用します。
また、--additional-python-modules オプションの中で、Python ホイールモジュールへの Amazon
S3 パスを指定できます。例:
--additional-python-modules s3://aws-glue-native-spark/tests/j4.2/fbprophet-0.6-py3-noneany.whl,scikit-learn==0.21.3

AWS Glue は Python パッケージインストーラ (pip3) を使用して追加のモジュールをインストールしま
す。python-modules-installer-option で指定した追加オプションを pip3 に渡して、モジュールを
インストールできます。pip3 からの非互換性や制限が適用されます。

Note
今後非互換性が発生しないように、Python 3.9 用にビルドされたライブラリの使用を推奨しま
す。

Egg または Whl ファイルを使用する
1 つ以上の Python ライブラリが .egg または .whl ファイルとして既にパッケージ化されている場合が
あります。その場合は、次の例のように、「—extra-py-files」フラグの下で AWS Command Line
Interface (AWS CLI) を使用して、それらをジョブに指定できます。
aws glue create-job --name python-redshift-test-cli --role role --command '{"Name" :
"pythonshell", "ScriptLocation" : "s3://MyBucket/python/library/redshift_test.py"}'
--connections Connections=connection-name --default-arguments '{"--extra-py-files" :
["s3://MyBucket/python/library/redshift_module-0.1-py2.7.egg", "s3://MyBucket/python/
library/redshift_module-0.1-py2.7-none-any.whl"]}'

Python ライブラリから .egg ファイルまたは .whl ファイルを作成する方法がわからない場合は、次のス
テップを使用してください。この例は、macOS、Linux、および Windows Subsystem for Linux (WSL) で
適用できます。
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Python の .egg ファイルまたは .whl ファイルを作成するには
1.

Virtual Private Cloud (VPC) で Amazon Redshift クラスターを作成し、テーブルにデータを追加しま
す。

2.

クラスターを作成した VPC-SecurityGroup-Subnet の組み合わせの AWS Glue 接続を作成します。接
続に成功するかどうかをテストします。

3.

redshift_example という名前のディレクトリを作成して、setup.py という名前のファイルを作
成します。次のコードを setup.py に貼り付けます。
from setuptools import setup
setup(
name="redshift_module",
version="0.1",
packages=['redshift_module']
)

4.

redshift_example ディレクトリに redshift_module ディレクトリを作
成します。redshift_module ディレクトリに、ファイル __init__.py と
pygresql_redshift_common.py を作成します。

5.

__init__.py ファイルは空のままにします。pygresql_redshift_common.py 内に次のコードを
貼り付けます。port、db_name、user、および password_for_user を、Amazon Redshift クラ
スターに固有の詳細に置き換えます。table_name を Amazon Redshift のテーブルの名前と置き換え
ます。
import pg
def get_connection(host):
rs_conn_string = "host=%s port=%s dbname=%s user=%s password=%s" % (
host, port, db_name, user, password_for_user)
rs_conn = pg.connect(dbname=rs_conn_string)
rs_conn.query("set statement_timeout = 1200000")
return rs_conn
def query(con):
statement = "Select * from table_name;"
res = con.query(statement)
return res

6.

redshift_example ディレクトリに変更します (現在のディレクトリではない場合)。

7.

次のいずれかを実行します。
• .egg ファイルを作成するには、次のコマンドを実行します。
python setup.py bdist_egg

• .whl ファイルを作成するには、次のコマンドを実行します。
python setup.py bdist_wheel

8.

前述のコマンドに必要な依存関係をインストールします。

9.

このコマンドでは、dist ディレクトリにファイルを作成します。
• egg ファイルを作成した場合は、redshift_module-0.1-py2.7.egg という名前になります。
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• wheel ファイルを作成した場合は、redshift_module-0.1-py2.7-none-any.whl という名前
になります。
このファイルを Amazon S3 にアップロードします。
この例では、アップロードされたファイルのパスは s3://MyBucket/python/library/
redshift_module-0.1-py2.7.egg または s3://MyBucket/python/library/
redshift_module-0.1-py2.7-none-any.whl です。
10. AWS Glue ジョブのスクリプトとして使用する Python ファイルを作成し、このファイルに次のコード
を追加します。
from redshift_module import pygresql_redshift_common as rs_common
con1 = rs_common.get_connection(redshift_endpoint)
res = rs_common.query(con1)
print "Rows in the table cities are: "
print res

11. 前述のファイルを Amazon S3 にアップロードします。この例では、アップロードされたファイルの
パスは s3://MyBucket/python/library/redshift_test.py です。
12. このスクリプトを使用して、Python シェルジョブを作成します。AWS Glue コンソールの [Job
properties] (ジョブプロパティ) ページの [Python library path] (Python ライブラリパス) ボックスで
.egg/.whl ファイルへのパスを指定します。複数の .egg/.whl ファイルおよび Python ファイルが
ある場合は、このボックスにカンマ区切りリストとして指定します。
.egg ファイルを変更または名前変更する場合、ファイル名は "python setup.py bdist_egg" コマンドに
よって生成されたデフォルト名を使用するか、Python モジュールの命名規則に従う必要があります。
詳細については、Style Guide for Python Code を参照してください。
次の例のように、AWS CLI でコマンドを使用してジョブを作成します。
aws glue create-job --name python-redshift-test-cli --role Role --command '{"Name" :
"pythonshell", "ScriptLocation" : "s3://MyBucket/python/library/redshift_test.py"}'
--connections Connections="connection-name" --default-arguments '{"--extra-pyfiles" : ["s3://MyBucket/python/library/redshift_module-0.1-py2.7.egg", "s3://MyBucket/
python/library/redshift_module-0.1-py2.7-none-any.whl"]}'

ジョブが実行されると、スクリプトは、Amazon Redshift クラスターの [table_name] テーブルに作
成された行をプリントします。

AWS Glue でのストリーミング ETL ジョブ
連続的に実行されるストリーミング抽出/変換/ロード (ETL) ジョブを作成し、Amazon Kinesis Data
Streams、Apache Kafka、Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) などのスト
リーミングソースからのデータを使用できます。ジョブはデータをクレンジングして変換し、その結果を
Amazon S3 データレイクまたは JDBC データストアにロードします。
デフォルトでは、AWS Glue によるデータ処理と書き出しは 100 秒ウィンドウ単位で行われます。これ
により、データを効率的に処理しつつ、想定より遅く到着したデータに対する集計を実行できます。この
ウィンドウサイズを変更して、タイムリーで高精度の集計にできます。AWS Glue ストリーミングジョブ
では、ジョブブックマークではなくチェックポイントを使用して、読み取られたデータを追跡します。
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Note
AWS Glue では、実行中の ETL ジョブのストリーミングに対して 1 時間ごとに課金します。
ストリーミング ETL ジョブを作成するには、次の手順を実行します。
1. Apache Kafka ストリーミングソースの場合は、Kafka ソースまたは Amazon MSK クラスターへの
AWS Glue 接続を作成します。
2. ストリーミングソースの Data Catalog テーブルを手動で作成します。
3. ストリーミングデータソースの ETL ジョブを作成します。ストリーミング固有のジョブプロパティを定
義し、独自のスクリプトを指定するか、生成されたスクリプトを必要に応じて変更します。
詳細については、「AWS Glue でのストリーミング ETL (p. 10)」を参照してください。
Amazon Kinesis Data Streams にストリーミング ETL ジョブを作成する場合、AWS Glue 接続を作成する
必要はありません。ただし、Kinesis Data Streams をソースとする AWS Glue ストリーミング ETL ジョ
ブへの接続がある場合は、の場合は、Kinesis への Virtual Private Cloud (VPC) エンドポイントが必要で
す。詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「インターフェースエンドポイントの作成」
を参照してください。別のアカウントで Amazon Kinesis Data Streams ストリームを指定する場合は、
アカウント間アクセスを許可するようにロールとポリシーを設定する必要があります。詳細については、
「Example: Read From a Kinesis Stream in a Different Account」を参照してください。
AWS Glue ストリーミング ETL ジョブにより、圧縮データの自動検出が行えます。また、ストリーミング
データを透過的に解凍し、入力ソースに対して一般的な変換を実行して、出力ストアにロードすることが
できます。
AWS Glue は、入力形式に対して指定された、以下の圧縮タイプのための自動解凍をサポートしていま
す。
圧縮タイプ

Avro ファイル

Avro データム

JSON

CSV

Grok

BZIP2

はい

はい

はい

はい

はい

GZIP

いいえ

はい

はい

はい

はい

SNAPPY

はい (生の
Snappy)

はい (フレーム
付 Snappy)

はい (フレーム
付 Snappy)

はい (フレーム
付 Snappy)

はい (フレーム
付 Snappy)

XZ

はい

はい

はい

はい

はい

ZSTD

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

DEFLATE

はい

はい

はい

はい

はい

トピック
• Apache Kafka データストリームの AWS Glue 接続の作成 (p. 378)
• ストリーミングソースの Data Catalog テーブルの作成 (p. 379)
• Avro ストリーミングソースに関する注意事項と制約事項 (p. 382)
• ストリーミングソースへの grok パターンの適用 (p. 383)
• ストリーミング ETL ジョブのジョブプロパティの定義 (p. 384)
• ストリーミング ETL に関する注意と制限 (p. 385)
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Apache Kafka データストリームの AWS Glue 接続の
作成
Apache Kafka ストリームから読み取りを行うには、AWS Glue 接続を作成する必要があります。

Kafka ソース用の AWS Glue 接続を作成するには (コンソール)
1.

https://console.aws.amazon.com/glue/ で AWS Glue コンソール を開きます。

2.

ナビゲーションペインの [Data catalog] で [Connections] (接続) を選択します。

3.

[接続の追加] を選択し、[接続のプロパティを設定します] ページで接続名を入力します。

Note
接続プロパティ指定の詳細については、「AWS Glue connection properties.」( の接続プロパ
ティ) を参照してください。
4.

[接続タイプ] で、[Kafka] を選択します。

5.

Kafka のブートストラップサーバーの URL として、Amazon MSK クラスターまたは Apache Kafka
クラスターのブートストラップブローカーのホストとポート番号を入力します。Kafka クラスター
への初期接続を確立するには、Transport Layer Security (TLS) エンドポイントのみを使用しま
す。Plaintext エンドポイントはサポートされていません。
Amazon MSK クラスターのホスト名とポート番号のペアのリスト例を次に示します。
myserver1.kafka.us-east-1.amazonaws.com:9094,myserver2.kafka.useast-1.amazonaws.com:9094,
myserver3.kafka.us-east-1.amazonaws.com:9094

ブートストラップブローカー情報の取得の詳細については、Amazon Managed Streaming for Apache
Kafka デベロッパーガイドの「Getting the Bootstrap Brokers for an Amazon MSK Cluster」を参照し
てください。
6.

Kafka データソースへのセキュアな接続が必要な場合は、[Require SSL connection] (SSL 接続が必要)
を選択し、[Kafka private CA certificate location] (Kafka のプライベート CA 証明書の場所) に、カス
タム SSL 証明書への有効な Amazon S3 パスを入力します。
自己管理型 Kafka への SSL 接続の場合、カスタム証明書は必須です。Amazon MSK ではオプション
です。
Kafka のカスタム証明書を指定する方法の詳細については、「the section called “SSL 接続プロパ
ティ” (p. 64)」を参照してください。

7.

AWS Glue Studio または AWS CLI を使用して、Kafka クライアントの認証方法を指定します。AWS
Glue Studio にアクセスするには、左側のナビゲーションペインの ETL メニューから [AWS Glue] を
選択します。
Kafka クライアントの認証方法の詳細については、「クライアント認証用の AWS Glue Kafka 接続プ
ロパティ (p. 379)」を参照してください。

8.

必要に応じて説明を入力し、[Next] (次へ) をクリックします。

9.

Amazon MSK クラスターの場合は、その Virtual Private Cloud (VPC)、サブネット、およびセキュリ
ティグループを指定します。VPC 情報は、自己管理型 Kafka の場合はオプションです。

10. [Next] (次へ) をクリックして、すべての接続プロパティを確認し、[Finish] (完了) をクリックします。
AWS Glue 接続の詳細については、「AWS Glue Data Catalog での接続の定義 (p. 61)」を参照してくださ
い。
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クライアント認証用の AWS Glue Kafka 接続プロパティ
SASL/GSSAPI (Kerberos) 認証
この認証方法を選択すると、Kerberos のプロパティを指定できます。
Kerberos のキータブ
キータブファイルの場所を選択します。キータブには、1 つ以上のプリンシパルの長期キーが保存さ
れます。詳細については、MIT Kerberos ドキュメント: キータブを参照してください。
Kerberos の krb5.conf ファイル
krb5.conf ファイルを選択します。これには、デフォルトの領域 (同じ KDC のシステムのグループを
定義する論理ネットワークで、ドメインに類似しています) と KDC サーバーの場所が含まれます。詳
細については、MIT Kerberos ドキュメント: krb5.confを参照してください。
Kerberos のプリンシパルと Kerberos のサービス名
Kerberos のプリンシパルとサービス名を入力します。詳細については、「MIT Kerberos
Documentation: Kerberos principal」(MIT Kerberos ドキュメント: Kerberos のプリンシパル) を参照し
てください。
SASL/SCRAM-SHA-512 認証
この認証方法を選択すると、認証情報を指定することができます。
AWS Secrets Manager
[Search] (検索) ボックスに名前または ARN を入力して、トークンを検索します。
ユーザー名とパスワードを直接提供する
[Search] (検索) ボックスに名前または ARN を入力して、トークンを検索します。
SSL クライアント認証
この認証方法を選択すると、Amazon S3 を参照することによって Kafka クライアントキーストアの場
所を選択できます。オプションで、Kafka クライアントキーストアのパスワードと Kafka クライアン
トキーのパスワードを入力できます。

ストリーミングソースの Data Catalog テーブルの作
成
データスキーマなど、ソースデータストリームのプロパティを指定するデータカタログテーブルを手動で
ストリーミングソースに対して作成できます。このテーブルは、ストリーミング ETL ジョブのデータソー
スとして使用されます。
ソースデータストリーム内のデータのスキーマがわからない場合は、スキーマなしでテーブルを作成でき
ます。次に、ストリーミング ETL ジョブを作成するときに、AWS Glue スキーマ検出機能を有効にできま
す。AWS Glue では、ストリーミングデータからスキーマを決定します。
テーブルを作成するには、AWS Glue コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または
AWS Glue API を使用します。AWS Glue コンソールを使用して手動でテーブルを作成する方法について
は、「the section called “AWS Glue テーブル” (p. 52)」を参照してください。

Note
AWS Lake Formation コンソールを使用してテーブルを作成することはできません。AWS Glue
コンソールを使用する必要があります。
また、Avro 形式のストリーミングソースや Grok パターンを適用できるログデータについては、次の情報
を考慮します。
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• the section called “Avro ストリーミングソースに関する注意事項と制約事項” (p. 382)
• the section called “ストリーミングソースへの grok パターンの適用” (p. 383)
トピック
• Kinesis データソース (p. 380)
• Kafka データソース (p. 381)
• AWS Glue スキーマレジストリテーブルのソース (p. 382)

Kinesis データソース
テーブルを作成するときは、次のストリーミング ETL プロパティを設定します (コンソール)。
ソースのタイプ
Kinesis
同じアカウント内の Kinesis ソースの場合:
リージョン
Amazon Kinesis Data Streams サービスが存在する AWS リージョン。リージョンと Kinesis スト
リーム名は一緒にストリーム ARN に変換されます。
例: https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com
Kinesis ストリーム名
Amazon Kinesis Data Streams デベロッパーガイドの「Creating a Stream」に記載されているス
トリーム名。
別のアカウントの Kinesis ソースについては、この例 を参照して、アカウント間アクセスを許可するよう
にロールとポリシーを設定します。次の設定をします。
ストリーム ARN
コンシューマーを登録する Kinesis データストリームの ARN。詳細については、AWS 全般のリ
ファレンスの「Amazon リソースネーム (ARN) と AWS のサービスの名前空間」を参照してくだ
さい。
引き受けたロールの ARN
引き受けるロールの Amazon リソースネーム (ARN)。
セッション名 (オプション)
引き受けたロールセッションの識別子。
異なるプリンシパルによって同じロールが引き継がれた場合にセッションを一意に識別するため
に、またはその他の理由で、ロールセッション名を使用します。クロスアカウントシナリオで
は、ロールセッション名が表示され、ロールを所有するアカウントでログ記録できます。引き受
けたロールプリンシパルの ARN では、ロールセッション名も使用されます。つまり、一時的なセ
キュリティ認証情報を使用する後続のクロスアカウント API リクエストでは、ロールセッション
名が AWS CloudTrail ログとして外部アカウントに開示されます。

Amazon Kinesis Data Streams のストリーミング ETL プロパティを設定するには (AWS Glue API
または AWS CLI)
• 同じアカウント内の Kinesis ソースのストリーミング ETL プロパティを設定するには、CreateTable
API オペレーションまたは create_table CLI コマンドの StorageDescriptor 構造の streamName
および endpointUrl パラメータを指定します。
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"StorageDescriptor": {
"Parameters": {
"typeOfData": "kinesis",
"streamName": "sample-stream",
"endpointUrl": "https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com"
}
...
}

または、streamARN を指定します。

Example
"StorageDescriptor": {
"Parameters": {
"typeOfData": "kinesis",
"streamARN": "arn:aws:kinesis:us-east-1:123456789:stream/sample-stream"
}
...
}

• 別のアカウントの Kinesis ソースのストリーミング ETL プロパティを設定するには、CreateTable
API オペレーションまたは create_table CLI コマンドの StorageDescriptor 構造の
streamARN、awsSTSRoleARN、および awsSTSSessionName (オプション) パラメータを指定しま
す。
"StorageDescriptor": {
"Parameters": {
"typeOfData": "kinesis",
"streamARN": "arn:aws:kinesis:us-east-1:123456789:stream/sample-stream",
"awsSTSRoleARN": "arn:aws:iam::123456789:role/sample-assume-role-arn",
"awsSTSSessionName": "optional-session"
}
...
}

Kafka データソース
テーブルを作成するときは、次のストリーミング ETL プロパティを設定します (コンソール)。
ソースのタイプ
Kafka
Kafka ソースの場合:
トピック名
Kafka で指定されたトピック名。
Connection
Kafka ソースを参照する AWS Glue 接続 (「the section called “Kafka データストリームの接続の
作成” (p. 378) を参照)。
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AWS Glue スキーマレジストリテーブルのソース
AWS Glue スキーマレジストリをストリーミングジョブに使用するには、ユースケース: AWS Glue Data
Catalog (p. 178) スキーマレジストリのテーブルを作成または更新する手順に従ってください。
現在、AWS Glue ストリーミングは、false にスキーマ推論が設定されたGlue スキーマレジストリ Avro
形式のみをサポートします。

Avro ストリーミングソースに関する注意事項と制約事
項
Avro 形式のストリーミングソースには、次の注意事項と制限事項が適用されます。
• スキーマの検出が有効になっている場合、Avro スキーマをペイロードに含める必要があります。無効に
すると、ペイロードにはデータのみが含まれます。
• 一部の Avro データ型は、ダイナミックフレームでサポートされていません。AWS Glue コンソールの
[create table] (テーブル作成) ウィザードの [Define a schema] (スキーマの定義) でスキーマを定義すると
きに、これらのデータ型を指定することはできません。スキーマの検出中に、Avro スキーマでサポート
されていない型は、次のようにサポートされている型に変換されます。
• EnumType => StringType
• FixedType => BinaryType
• UnionType => StructType
• コンソールの [Define a schema] (スキーマの定義) ページでテーブルスキーマを定義する場合は、スキー
マの暗黙のルート要素タイプは record です。record 以外のルート要素タイプ (array や map など)
が必要な場合、[Define a schema] (スキーマの定義) ページでスキーマを指定することはできません。代
わりに、そのページをスキップして、スキーマをテーブルプロパティとして、または ETL スクリプト内
で指定する必要があります。
• テーブルのプロパティでスキーマを指定するには、テーブル作成ウィザードを完了し、テーブル
の詳細を編集し、[Table properties] (テーブルのプロパティ) に新しいキーと値のペアを追加しま
す。avroSchema キーを使用して、次のスクリーンショットに示すように、値のスキーマ JSON オブ
ジェクトを入力します。

• ETL スクリプトでスキーマを指定するには、次の Python と Scala の例に示すように、datasource0
代入ステートメントを修正し、avroSchema キーを additional_options 引数に追加します。
Python
SCHEMA_STRING = ‘{"type":"array","items":"string"}’
datasource0 = glueContext.create_data_frame.from_catalog(database = "database",
table_name = "table_name", transformation_ctx = "datasource0", additional_options
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= {"startingPosition": "TRIM_HORIZON", "inferSchema": "false", "avroSchema":
SCHEMA_STRING})

Scala
val SCHEMA_STRING = """{"type":"array","items":"string"}"""
val datasource0 = glueContext.getCatalogSource(database = "database", tableName
= "table_name", redshiftTmpDir = "", transformationContext = "datasource0",
additionalOptions = JsonOptions(s"""{"startingPosition": "TRIM_HORIZON",
"inferSchema": "false", "avroSchema":"$SCHEMA_STRING"}""")).getDataFrame()

ストリーミングソースへの grok パターンの適用
ログデータソース用のストリーミング ETL ジョブを作成し、Grok パターンを使用してログを構造化デー
タに変換できます。その後、ETL ジョブは、データを構造化データソースとして処理します。ストリーミ
ングソースの Data Catalog テーブルを作成するときに適用する Grok パターンを指定します。
Grok パターンとカスタムパターン文字列値については、「Grok カスタム分類子の書き込み (p. 127)」を参
照してください。

Grok パターンを Data Catalog テーブルに追加するには (コンソール)
•

[create table] (テーブル作成) ウィザードを使用し、the section called “ストリーミングソースの Data
Catalog テーブルの作成” (p. 379) に指定されたパラメータでテーブルを作成します。データ形式を
Grok として指定し、[Grok pattern] (Grok パターン) フィールドに入力し、必要に応じてカスタムパ
ターンを [Custom patterns (optional)] (カスタムパターン (オプション)) に追加します。

各カスタムパターンの後に、Enter を押します。
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Grok パターンを Data Catalog テーブルに追加するには (AWS Glue API または AWS CLI)
•

GrokPattern パラメータと、必要に応じて CustomPatterns パラメータを CreateTable API オ
ペレーションまたは create_table CLI コマンドに追加します。
"Parameters": {
...
"grokPattern": "string",
"grokCustomPatterns": "string",
...
},

grokCustomPatterns を文字列として表現し、パターン間の区切りとして「\n」を使用します。
これらのパラメータの指定の例を次に示します。

Example
"parameters": {
...
"grokPattern": "%{USERNAME:username} %{DIGIT:digit:int}",
"grokCustomPatterns": "digit \d",
...
}

ストリーミング ETL ジョブのジョブプロパティの定
義
AWS Glue コンソールでストリーミング ETL ジョブを定義する場合は、次に示すストリーム固有のプロパ
ティを指定します。その他のジョブプロパティの説明については、「Spark ジョブのジョブプロパティの
定義 (p. 296)」を参照してください。AWS Glue コンソールを使用してジョブを追加する方法の詳細につ
いては、AWS Glue コンソールでのジョブの使用 (p. 282) を参照してください。
[IAM role] (IAM ロール)
ジョブの実行、ストリーミングソースへのアクセス、およびターゲットデータストアへのアクセスに
使用されるリソースの認証に使用する AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを指定しま
す。
Amazon Kinesis Data Streams にアクセスする場合は、 AWS 管理ポリシー
AmazonKinesisFullAccess をロールにアタッチするか、よりきめ細かにアクセスを許可する同様
の IAM ポリシーをアタッチします。サンプルポリシーについては、「Controlling Access to Amazon
Kinesis Data Streams Resources Using IAM」を参照してください。
AWS Glue でジョブを実行するためのアクセス権限の詳細については、AWS Glue リソースのアクセ
ス許可の管理 (p. 1054) を参照してください。
タイプ
[Spark Streaming] を選択します。
AWS Glue バージョン
AWS Glue バージョンによって、ジョブで使用できる Apache Spark、および Python または Scala
のバージョンが決まります。ジョブで使用可能な Python または Scala のバージョンを指定するバー
ジョンを、Glue バージョン 1.0 または Glue バージョン 2.0 から選択します。AWS Glueバージョン
2.0 (Python 3 をサポート) は、ストリーミング ETL ジョブのデフォルトです。
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ジョブのタイムアウト
必要に応じて、長さを分単位で入力します。デフォルト値は空白です。これは、ジョブが無期限に実
行される可能性があることを意味します。
データソース
「the section called “ストリーミングソースの Data Catalog テーブルの作成” (p. 379)」で作成した
テーブルを指定します。
データターゲット
次のいずれかを実行します。
• [データターゲットでテーブルを作成する] を選択し、次に示すデータターゲットプロパティを指定
します。
データストア
Amazon S3 または JDBC を選択します。
[Format] (形式)
任意の形式を選択します。ストリーミングではすべてがサポートされています。
• [Use tables in the data catalog and update your data target] (データカタログのテーブルを使用し、
データターゲットを更新する) を選択し、JDBC データストアのテーブルを選択します。
出力スキーマ定義
次のいずれかを実行します。
• [Automatically detect schema of each record] (各レコードのスキーマを自動的に検出) を選択してス
キーマ検出を有効にします。AWS Glue は、ストリーミングデータからスキーマを決定します。
• [Specify output schema for all records] (すべてのレコードの出力スキーマを指定する) を選択して、
[Apply Mapping] (マッピングの適用) 変換を使用して出力スキーマを定義します。
スクリプト
必要に応じて、独自のスクリプトを指定するか、生成されたスクリプトを変更して、Apache Spark
構造化ストリーミングエンジンでサポートされる操作を実行します。使用可能な操作の詳細について
は、「Operations on streaming DataFrames/Datasets」を参照してください。

ストリーミング ETL に関する注意と制限
注意事項と制限事項を次に示します。
• AWS Glue ストリーミング ETL ジョブでの自動解凍は、サポートされた圧縮タイプに対してのみ使用で
きます。また、以下の点にも注意してください。
• フレーム付 Snappy とは、公式のフレーミング形式を使用する Snappy を指します。
• Deflate がサポートされるのは、Glue バージョン 3.0 です (Glue バージョン 2.0 ではサポートされま
せん)。
• スキーマ検出を使用する場合、ストリーミングデータの結合を実行できません。
• AWS Glue のストリーミング ETL ジョブは、Avro 形式の AWS Glue スキーマレジストリに対する
Union データ型をサポートしません。
• ETL スクリプトでは、AWS Glue の組み込み変換と Apache Spark 構造化ストリーミングのネイティ
ブな変換を使用できます。詳細については、Apache Spark ウェブサイトの「Operations on streaming
DataFrames/Datasets」または「AWS Glue PySpark 変換リファレンス (p. 588)」を参照してくださ
い。
• AWS Glue ストリーミング ETL ジョブでは、チェックポイントを使用して、読み取ったデータの追跡が
行われます。このため、停止して再起動されたジョブは、ストリーム内で中断した位置から開始されま
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す。データを再処理する場合は、スクリプト内で参照されているチェックポイントフォルダを削除する
ことができます。
• ジョブのブックマークはサポートされていません。
• Kinesis Data Streams 拡張ファンアウト機能では、ジョブをコンシューマーとして登録することはでき
ません。
• AWS Glue スキーマレジストリ から作成されたデータカタログテーブルを使用する場合、新しいスキー
マバージョンが使用可能になったら、新しいスキーマを反映するには、次の操作を行う必要がありま
す。
1. テーブルに関連するジョブを停止します。
2. [データカタログ] テーブルのスキーマを更新します。
3. テーブルに関連付するジョブを再起動します。

AWS Lake Formation FindMatches によるレコード
のマッチング
AWS Lake Formation には、カスタム変換を作成するための機械学習機能が用意されています。現
在、FindMatches という名前の変換が 1 つあります。FindMatches 変換を使用すると、レコードに共通の
一意の識別子がなく、正確に一致するフィールドがない場合でも、データセット内の重複レコードまたは
一致するレコードを識別できます。そのため、コードを記述したり、機械学習の仕組みを知ったりする必
要はありません。FindMatches は、次のようなさまざまな問題で役立ちます。
• 一致する顧客: 多くの顧客フィールドがデータベース間で正確に一致しない場合でも（名前のスペルや
住所の違い、データの欠落や不正確ななど）、異なる顧客データベース間で顧客レコードをリンクしま
す。
• 製品のマッチング: カタログ内の製品を、競合他社のカタログに対する製品カタログなど、他の製品ソー
スと照合します。エントリの構造は異なります。
• 不正検出の向上: 重複した顧客アカウントを特定し、新しく作成したアカウントが、以前に知られている
不正ユーザーと一致する（またはその可能性のある）タイミングを判断します。
• マッチングに関するその他の問題: マッチアドレス、映画、パーツリストなど。一般的に、人間がデータ
ベース行を見て、それらが一致していると判断した場合、FindMatches 変換が役に立つ可能性は非常に
あります。
これらの変換は、ジョブの作成時に作成できます。作成する変換は、ラベル付けするソースデータセット
からのストアスキーマとサンプルデータに基づいています (このプロセスを変換の「トレーニング」と呼
びます)。ラベルを付けるレコードは、ソースデータセットに存在する必要があります。このプロセスで
は、ラベル付けしたファイルを生成し、変換が学習する方法でアップロードし直します。変換を教えた
ら、Spark ベースの AWS Glue ジョブ (PySpark または Scala Spark) から呼び出し、互換性のあるソース
データストアを持つ他のスクリプトで使用できます。
作成した変換は AWS Glue に保存されます。AWS Glue コンソールで、作成した変換を管理できます。
[Jobs (legacy)] (ジョブ (レガシー)) の AWS Glue [ML transforms] (ML 変換) タブのナビゲーションペイン
で、機械学習変換を編集し、トレーニングを継続できます。コンソールで変換を管理する方法の詳細につ
いては、「 AWS Glue コンソールでの機械学習変換の使用 (p. 396)」を参照してください。

Note
AWS Glue version 2.0 FindMatchesジョブは、transformがデータを処理している間、aws-gluetemp-<accountID>-<region> 一時ファイルを保存するためにAmazon S3バケットを使用しま
す。このデータは、手動または Amazon S3 ライフサイクルルールを設定して、実行の完了後に
削除する事ができます。
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機械学習変換のタイプ
機械学習変換を作成して、データを最適化できます。これらの変換は、ETL スクリプトから呼び出す
ことができます。データは、変換から変換へと DynamicFrame というデータ構造で渡されます。これ
は、Apache Spark SQL DataFrame を拡張したものです。DynamicFrame にはデータが含まれており、
データを処理するためにそのスキーマを参照します。
次のタイプの機械学習変換を利用できます。
Find matches (一致の検索)
ソースデータの重複したレコードを見つけます。この機械学習変換をトレーニングするには、サンプ
ルデータセットにラベルを付けて、どの行が一致するかを示します。機械学習変換は、ラベル付けし
たサンプルデータを使用してトレーニングするほど、どの行が一致するかを学習します。変換の設定
方法に応じて、出力は次のいずれかになります。
• 入力テーブルのコピーと、一致するレコードのセットを示す値が入力された match_id
列。match_id 列は任意の識別子です。同じ match_id を持つレコードは、互いに一致するレコー
ドとして識別されています。match_id が異なるレコードが一致しません。
• 重複する行が削除された入力テーブルのコピー。複数の重複が見つかった場合、最も低いプライマ
リキーを持つレコードが保持されます。
インクリメンタルマッチを検索する
Find matches トランスフォームは、既存のフレームとインクリメンタルフレーム間で一致を検索し、
一致グループごとに一意の ID を含む列を出力として返すように構成することもできます。
詳細については、「インクリメンタルマッチを検索する。 (p. 404)」を参照してください。

Find matches 変換
FindMatches 変換を使用してソースデータの重複したレコードを見つけることができます。変換をト
レーニングするために役立つラベリングファイルが生成または提供されます。

Note
現在、カスタム暗号化キーを使用する FindMatches 変換は、次のリージョンではサポートされ
ていません。
• アジアパシフィック (大阪) - ap-northeast-3

Find Matches Transform (一致の検索変換) の使用開始
FindMatches 変換の使用を開始するには、次の手順に従います。
1. 最適化するソースデータ用のテーブルを AWS Glue Data Catalog に作成します。クローラーの作成方法
については、「Working with Crawlers on the AWS Glue Console」を参照してください。
ソースデータがカンマ区切り値 (CSV) ファイルなどのテキストベースのファイルである場合は、以下の
点を考慮してください。
• 入力レコード CSV ファイルとラベリングファイルを別個のフォルダに保持します。そうしない
と、AWS Glue クローラーはこれらのファイルを同じテーブルの複数の部分と見なして、データカタ
ログに誤ったテーブルを作成する場合があります。
• CSV ファイルに ASCII 文字のみが含まれている場合を除き、CSV ファイルには必ず BOM (バイト
オーダーマーク) なしの UTF-8 エンコードを使用します。Microsoft Excel は、UTF-8 CSV ファイル
の先頭に BOM を追加することがよくあります。これを削除するには、CSV ファイルをテキストエ
ディタで開き、ファイルを BOM なしの UTF-8 として保存し直します。
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2. AWS Glue コンソールでジョブを作成し、[Find matches (一致の検索)] 変換タイプを選択します。

Important
ジョブ用に選択するデータソーステーブルの列数は 100 を超えることはできません。
3. [Generate labeling file] (ラベルファイルを生成) を選択して、ラベル付けファイルを生成するように
AWS Glue に伝えます。AWS Glue は、各 labeling_set_id に対して類似のレコードをグループ化
する最初のパスを実行し、グループ化を確認できるようにします。label 列で一致のラベルを付けま
す。
• ラベル付けファイルが既にある場合 (つまり、一致する行を示すサンプルレコードがある場合) は、
そのファイルを Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) にアップロードします。ラベリング
ファイルの形式の詳細については、「ラベリングファイルの形式 (p. 389)」を参照してください。
ステップ 4 に進みます。
4. ラベル付けファイルをダウンロードし、「ラベリング (p. 388) 」 セクションの説明に従ってファイル
にラベルを付けます。
5. 修正したラベル付きファイルをアップロードします。AWS Glue は一致の検索方法について変換をト
レーニングするためのタスクを実行します。
[Machine learning transforms (機会学習変換)] リストのページで、[History (履歴)] タブを選択します。こ
のページは、AWS Glue で以下のタスクを実行するタイミングを指定します。
• ラベルのインポート
• ラベルのエクスポート
• ラベルの生成
• 品質の推定
6. より適切な変換を作成するには、ラベル付きファイルのダウンロード、ラベル付け、アップロードを繰
り返すことができます。初期の実行では、レコードのミスマッチがより多く発生しがちです。ただし、
ラベリングファイルを検証して継続的にトレーニングすることで、AWS Glue は学習します。
7. 変換を評価して微調整するには、一致の検索のパフォーマンスと結果を評価します。詳細については、
「AWS Glue での機械学変換の調整 (p. 390)」を参照してください。

ラベリング
FindMatches がラベル付けファイルを生成すると、ソーステーブルからレコードが選択されます。これ
までのトレーニングに基づき、FindMatches は最も学習価値が高いレコードを特定します。
ラベル付けでは、ラベリングファイル（Microsoft Excel などのスプレッドシートの使用を推奨）を編集
し、一致するレコードと一致しないレコードを識別する label 列に識別子またはラベルを追加します。
ソースデータの一致について一貫した明確な定義を持つことが重要です。FindMatches は、ユーザーが
一致 (または不一致) として指定したレコードから学習します。また、ユーザーの判断を使用して重複する
レコードを見つける方法を学習します。
ラベリングファイルが FindMatches で生成されると、約 100 個のレコードが生成されます。これらの
100 個のレコードは通常 10 個のラベリングセットに分割され、各ラベリングセットは FindMatches に
より生成される一意の labeling_set_id により識別されます。各ラベリングセットは、他のラベリン
グセットとは独立した個別のラベリングタスクとして表示する必要があります。タスクは、各ラベリング
セット内の一致レコードと非一致レコードを識別することです。

スプレッドシートでラベル付けファイルを編集するためのヒント
スプレッドシートアプリケーションでラベリングファイルを編集する場合は、以下の点を考慮してくださ
い。
• ファイルを開いたときに、列フィールドが完全に展開されていない場合があります。必要に応じて
labeling_set_id 列と label 列を展開し、これらのセルの内容を表示してください。
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• プライマリキー列が数値 (long データ型など) である場合、スプレッドシートはこれを数値として解釈
し、値を変更する場合があります。このキー値は、テキストとして扱う必要があります。この問題を修
正するには、プライマリキー列のすべてのセルを テキストデータとしてフォーマットします。

ラベリングファイルの形式
FindMatches 変換をトレーニングするために AWS Glue により生成されたラベリングファイルは、次
の形式を使用します。AWS Glue 用に独自のファイルを生成する場合は、次の形式にも従う必要がありま
す。
• これは、カンマ区切り値 (CSV) ファイルです。
• UTF-8 でエンコードする必要があります。Microsoft Windows を使用してファイルを編集すると、ファ
イルは cp1252 でエンコードされる場合があります。
• このファイルを AWS Glue に渡すには、ファイルを Amazon S3 の場所に配置する必要があります。
• 各ラベル付けタスクに使用する行は多すぎないようにします。タスクごとに許容される行数は 2～30 行
ですが、10～20 行をお勧めします。50 行を超えるタスクは推奨されません。粗悪な結果やシステム障
害を引き起こす可能性があります。
• 「一致」または「不一致」とラベリングされたレコードのペアで構成される、ラベリングされたデータ
がすでにある場合、これは問題ありません。これらのラベリングされたペアは、サイズ 2 のラベリング
セットとして表すことができます。この場合、両方のレコードに一致する場合は文字「A」とラベリン
グし、一致しない場合は「Ｂ」とラベリングします。

Note
ラベリングファイルには追加の列が含まれているため、ソースデータが含まれているファイル
とはスキーマが異なります。ラベリングファイルは、他のすべての変換入力 CSV ファイルとは
異なるフォルダに配置し、データカタログのテーブルの作成時に AWS Glue クローラーによっ
て同種のファイルと見なされないようにします。そうしないと、AWS Glue クローラーで作成
されたテーブルではデータが正しく表現されない場合があります。
• 最初の 2 つの列 (labeling_set_id、label) は AWS Glue の必須列です。残りの列は、処理するデー
タのスキーマと一致する必要があります。
• labeling_set_id ごとに、同じラベルを使用してすべての一致するレコードを特定します。ラベルは
label 列に配置されている一意の文字列です。シンプルな文字 (A、B、C など) を含むラベルを使用す
ることをお勧めします。ラベルは、大文字と小文字が区別され、 label 列に入力されます。
• 同じ labeling_set_id と同じラベルを含む行は、一致とみなされ、ラベリングされます。
• 同じ labeling_set_id と異なるラベルを含む行は、不一致とみなされ、ラベリングされます。
• 異なる labeling_set_id を含む行は、一致に関するいかなる情報も伝達しないとみなされます。
以下に示しているのは、データのラベル付けの例です。
labeling_set_id

ラベル

first_name

last_name

誕生日

ABC123

A

ジョン

Doe

04/01/1980

ABC123

B

Jane

Smith

04/03/1980

ABC123

A

Johnny

Doe

04/01/1980

ABC123

A

Jon

Doe

04/01/1980

DEF345

A

Richard

Jones

12/11/1992

DEF345

A

Rich

Jones

11/12/1992

DEF345

B

Sarah

Jones

12/11/1992
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labeling_set_id

ラベル

first_name

last_name

誕生日

DEF345

C

Richie

Jones Jr.

05/06/2017

DEF345

B

Sarah

Jones-Walker

12/11/1992

GHI678

A

Robert

Miller

1/3/1999

GHI678

A

Bob

Miller

1/3/1999

XYZABC

A

William

Robinson

2/5/2001

XYZABC

B

Andrew

Robinson

2/5/1971

• 上記の例では、John/Johnny/Jon Doe を一致と認識し、これらのレコードは Jane Smith と一致しないこ
とをシステムにトレーニングします。これとは別に、Richard と Rich Jones は同一人物であるが、これ
らのレコードは Sarah Jones/Jones-Walker および Jones Jr. とは一致しないとシステムをトレーニング
します。
• ご覧のとおり、ラベルの範囲は labeling_set_id に制限されています。したがって、ラベ
ルは labeling_set_id 境界を超えません。たとえば、labeling_set_id 1 のラベル「A」
は、labeling_set_id 2 のラベル「A」とは何の関係もありません。
• ラベリングセット内に一致するものがほかにないレコードには、一意のラベルを割り当てます。たとえ
ば、Jane Smith はラベリングセット ABC123 内のどのレコードとも一致しないため、そのラベリング
セット内で唯一の、ラベル B を持つレコードです。
• ラベリングセット「GHI678」は、ラベリングセットが、同じラベルが付与された 2 つのレコードのみで
構成されることを表示し、一致していることを示します。同様に、「XYZABC」は、異なるラベルが付
与された 2 つのレコードを表示し、一致しないことを示します。
• ラベリングセットには一致が含まれていないこと（ラベリングセット内のレコードそれぞれに異なるラ
ベルを付ける）も、ラベリングセットがすべて「同じ」こと（すべてに同じラベルを付けた）もありま
す。これは、ラベリングセットに、基準によって「同じ」レコードと「同じでない」レコードの例がま
とめて含まれている限り、問題ありません。

Important
AWS Glue に渡す IAM ロールに、ラベリングファイルが格納されている Amazon S3 バケット
へのアクセス権があることを確認してください。慣例として、AWS Glue ポリシーでは、名前に
「aws-glue-」というプレフィックスが付いている Amazon S3 バケットまたはフォルダにアクセ
ス許可を付与します。ラベリングファイルが別の場所にある場合、IAM ロールで、その場所に対
してアクセス許可を追加します。

AWS Glue での機械学変換の調整
AWS Glue で機械学習変換を調整することで、目的に応じてデータクレンジングジョブの結果を改善でき
ます。変換を改善するには、変換をトレーニングします。そのためには、ラベリングセットを生成し、ラ
ベルを追加します。これらのステップを、目的の結果が得られるまで何回も繰り返します。いくつかの機
械学習パラメータを変更することで調整することもできます。
機械学習変換の詳細については、「AWS Lake Formation FindMatches によるレコードのマッチン
グ (p. 386)」を参照してください。
トピック
• 機械学習の測定 (p. 391)
• 適合率と再現率のトレードオフ (p. 391)
• 精度とコストのトレードオフ (p. 392)
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• 一致信頼度スコアを使用して一致の品質を見積もります。 (p. 393)
• 「一致の検索」変換のトレーニング (p. 395)

機械学習の測定
機械学習変換の調整に使用する測定を理解するには、以下の用語を理解しておく必要があります。
真陽性 (TP)
変換が正しく検出したデータ内の一致。ヒットとも呼ばれます。
真陰性 (TN)
変換が正しく拒否したデータ内の不一致。
偽陽性 (FP)
変換が誤って一致として分類したデータ内の不一致。誤警告とも呼ばれます。
偽陰性 (FN)
変換が検出しなかったデータ内の一致。 ミスとも呼ばれます。
機械学習で使用される用語の詳細については、Wikipedia の「混同行列」を参照してください。
機械学習変換を調整するには、変換の [詳細プロパティ] で以下の測定値を変更できます。
• 適合率は、変換で要請と判定されたレコードの総数 (真陽性と偽陽性) のうち、どの程度真陽性を検出す
るかの尺度です。詳細については、Wikipedia の「 適合率と再現率」を参照してください。
• 再現率は、変換がソースデータのレコード総数から真陽性を見つける割合を測定します。詳細について
は、Wikipedia の「 適合率と再現率」を参照してください。
• 精度は、変換が真陽性と真陰性を見つける割合を測定します。精度を高めるには、マシンリソースとコ
ストを増やす必要があります。ただし、再現率も高くなります。詳細については、Wikipedia の「適合
率と再現率」を参照してください。
• コストは、変換を実行するために消費されるコンピューティングリソースの数およびそれに伴う金額を
測定します。

適合率と再現率のトレードオフ
各 FindMatches 変換には、precision-recall パラメータが含まれています。このパラメータを使用
して、次のいずれかを指定します。
• 変換の結果で、2 つのレコードが誤って一致すると報告され、実際には一致していない場合は、適合
率を高めます。
• 変換の結果で、2 つのレコードが実際には一致しているにもかかわらず、一致として検出されない場合
は、再現率を高めます。
このトレードオフを行うには、AWS Glue コンソールまたは AWS Glue 機械学習 API オペレーションを使
用できます。
適合率を優先する場合
FindMatches で実際には一致しないレコードのペアが一致と見なされるリスクに対処するには、適合率
を優先します。適合率を優先するには、適合率-再現率トレードオフとしてより高い値を選択します。値を
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高くするほど、FindMatches 変換でレコードのペアを一致と見なす根拠がさらに必要となります。変換
は調整されて、レコードのペアが一致しないと判断する傾向が強化されます。
たとえば、FindMatches を使用してビデオカタログ内の重複する商品を検出する際に、適合率-再現率の
より高い値を変換に指定したとします。変換で「スターウォーズ: 新たなる希望」と「スターウォーズ: 帝
国の逆襲」が誤って同じものとして検出された場合、「新たなる希望」を欲しい利用者に「帝国の逆襲」
が提供される可能性があります。これは、カスタマーエクスペリエンスを悪化させることになります。
一方、変換で「スターウォーズ: 新たなる希望」と「スターウォーズ エピソード 4/新たなる希望」が同じ
商品として検出されない場合、利用者は最初は混乱するとしても、最終的には同じものとして認識する可
能性があります。これは誤検出ではあっても、前の例ほど深刻ではありません。
再現率を優先する場合
FindMatches 変換の結果で、実際には一致するレコードのペアが一致として検出されないリスクに対処
するには、再現率を優先します。再現率を優先するには、適合率-再現率トレードオフとしてより低い値を
選択します。値を低くするほど、FindMatches 変換でレコードのペアを一致と見なす根拠が少なくて済
みます。変換は調整されて、レコードのペアが一致すると判断する傾向が強化されます。
たとえば、これはセキュリティを重視する組織で優先される場合があります。利用者を詐欺行為者のリス
トと照合する場合、利用者が詐欺行為者であるかどうかを判断することが重要です。FindMatches を使
用して利用者リストと詐欺行為者リストを照合するとします。FindMatches において 2 つのリスト間で
一致が検出されるたびに、該当する利用者が実際に詐欺行為者であるかどうかを人間の監査担当者が確認
します。このような組織では、適合率よりも再現率を優先できます。つまり、利用者が実際に詐欺行為者
リストに該当することを見逃すよりは、利用者が詐欺行為者ではないことを監査担当者が手動で確認して
除外することを優先します。
適合率と再現率の両方を優先する方法
適合率と再現率の両方を改善する最適な方法は、ラベル付けするデータを増やすことです。より多くの
データをラベル付けすると、FindMatches 変換全体の精度が向上するため、適合率と再現率の両方が向
上します。ただし、最も正確な変換であっても、適合率の優先、再現率の優先、または中間値の選択を試
す必要があるグレー領域が常に存在します。

精度とコストのトレードオフ
各 FindMatches 変換には、accuracy-cost パラメータが含まれています。このパラメータを使用し
て、次のいずれかを指定できます。
• 変換で 2 つのレコードの一致が正確に報告されることをより重視する場合は、精度を強調します。
• 変換を実行するコストまたはスピードをより重視する場合は、より低いコストを強調します。
このトレードオフを行うには、AWS Glue コンソールまたは AWS Glue 機械学習 API オペレーションを使
用できます。
精度を優先する場合
find matches の結果に一致が含まれないリスクに対処するには、精度を優先します。精度を優先する
には、精度-コストトレードオフのより高い値を選択します。値が高いほど、FindMatches 変換でレコー
ドを正しく一致させるために、より詳細な検索を行う時間を増やす必要があります。このパラメータは、
一致しないレコードのペアを誤って一致と判断する可能性を減らすものではありません。変換は調整され
て、一致の検索に費やす時間が増加されます。
コストを優先する場合
一致の検索数よりも find matches 変換を実行するコストをより重視する場合は、コストを優先しま
す。コストを優先するには、精度-コストトレードオフのより低い値を選択します。値を低くするほど、
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FindMatches 変換で実行する必要があるリソース数が減ります。一致の検索数を減らすように、変換が
調整されます。より低いコストを優先したときの結果が許容できるものであれば、この設定を使用しま
す。
精度とより低いコストの両方を優先する方法
レコードが一致するかどうかを判断するためにより多くのレコードのペアを調査するには、より多くのマ
シン時間が必要になります。品質を下げずにコストを削減するには、以下を実行できます。
• 一致の対象としないレコードをデータソースから除外します。
• 一致/不一致の判断に役立たないことが確実な列をデータソースから除外します。これを決める適切な
方法としては、一連のレコードが「同じ」であるかどうかの判断に影響しないと思われる列を除外しま
す。

一致信頼度スコアを使用して一致の品質を見積もります。
一致信頼度スコアは、機械学習モデルの信頼度が高い、不確か、またはありそうにない一致レコードを区
別するために、findMatches によって検出された一致の品質を推定します。一致信頼度スコアは 0 から 1
の間で、スコアが高いほど類似度が高くなります。一致信頼度スコアを調べると、システムが非常に信頼
できる一致のクラスター（マージすることを決定する可能性があります）、システムが不確実であるクラ
スター（人間がレビューしたと決定する可能性がある）、および一致のクラスターを区別できます。 シス
テムは可能性が低いと見なします（拒否することを決定する場合があります）。
一致信頼度スコアが高いが一致がないと判断した場合、またはスコアが低いが実際に一致しているかどう
かを判断する状況では、トレーニングデータを調整できます。
信頼度スコアは、すべての FindMatches 決定を確認することが不可能な、大規模な産業用データセットが
ある場合に特に役立ちます。
一致信頼度スコアは AWS Glue バージョン 2.0 以降。

マッチ信頼度スコアの生成
ブール値を computeMatchConfidenceScores Trueに設定するか、FindMatches または
FindIncrementalMatches APIを呼び出すときに一致信頼スコアを生成できます。
AWS Glue 新規に column match_confidence_score を出力に追加します。

スコアリングの例に一致
たとえば、次のマッチングレコードを考えてみましょう。
スコア >= 0.9
一致したレコードのサマリー:
primary_id
3281355037663
1546188247619

|

match_id
85899345947
85899345947

| match_confidence_score
0.9823658302132061
0.9823658302132061

詳細:
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この例から、2 つのレコードが非常によく似ていて、display_position、primary_name、およ
びstreet name を共有していることがわかります。
スコア >= 0.8、得点 < 0.9
一致したレコードのサマリー:
primary_id

|

309237680432
3590592666790
343597390617
249108124906
463856477937

match_id
85899345928
85899345928
85899345928
85899345928
85899345928

| match_confidence_score
0.8309852373674638
0.8309852373674638
0.8309852373674638
0.8309852373674638
0.8309852373674638

詳細:

この例から、これらのレコードが同じ primary_name および country を共有していることがわかりま
す。
スコア >= 0.6、得点 < 0.7
一致したレコードのサマリー:

primary_id
2164663519676
317827595278
472446424341
3118146262932
214748380804

|

match_id
85899345930
85899345930
85899345930
85899345930
85899345930

| match_confidence_score
0.6971099896480333
0.6971099896480333
0.6971099896480333
0.6971099896480333
0.6971099896480333

詳細:

この例から、これらのレコードが同じもの primary_name を共有しているだけであることがわかりま
す。
詳細については、以下を参照してください。
• ステップ 5: 機械学習変換でジョブを追加して実行する (p. 401)
• PySpark: FindMatches クラス (p. 600)
• PySpark: FindIncrementalMatches クラス (p. 599)
• Scala: FindMatches クラス (p. 669)
• Scala: FindIncrementalMatches クラス (p. 670)
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「一致の検索」変換のトレーニング
一致と不一致を見分けられるように各 FindMatches 変換をトレーニングする必要があります。変換をト
レーニングするには、ファイルにラベルを追加して選択結果を AWS Glue にアップロードします。
このラベル付けは、AWS Glue コンソールまたは AWS Glue 機械学習 API オペレーションを使用して調整
できます。
ラベルを追加する回数は? 必要なラベルの数は?
これらの質問に対する回答は、主にユーザーが決定します。FindMatches で必要な精度レベルを達成で
きるかどうか、さらにラベル付けの作業を追加するメリットがあるかどうかは、ユーザーが評価する必要
があります。これを決定する最善の方法は、AWS Glue コンソールで [Estimate quality] (品質の推定) を選
択して、「適合率」、「再現率」、「適合率再現率曲線の下の面積」のメトリクスを調べることです。さ
らに多くのタスクセットにラベル付けをしたら、これらのメトリクスを再実行して結果が改善されたかど
うかを確認します。いくつかのタスクセットをラベル付けをした後で、注目しているメトリクスに改善が
見られなかった場合、変換の品質はそれ以上向上しない状態に達している可能性があります。
真陽性と真陰性の両方のラベルが必要な理由は?
FindMatches 変換は、ユーザーが何を一致と見なしているかを学習するために真陽性と真陰性の両方の
サンプルを必要とします。FindMatches で生成されるトレーニングデータ ([I do not have labels (ラベル
がありません)] オプションなどを使用した場合) にラベル付けを行う場合、FindMatches はユーザーに
代わって「ラベルセット ID」を生成しようとします。各タスク内で、一部のレコードに同じ「ラベル」
を付け、他のレコードに異なる「ラベル」を付けます。つまり、通常、タスクがすべて同じものであっ
たり、すべて異なるものであったりすることはありません (ただし、特定のタスク内のレコードがすべて
「同じ」ものであったり、すべて「異なる」ものであったりすることは問題ありません)。
[Upload labels from S3] (S3 からラベルをアップロードする) オプションを使用して FindMatches 変換を
トレーニングする場合は、一致レコードと不一致レコードの両方を含めるようにしてください。1 つのタ
イプのみを使用することもできます。これらのラベルはより正確な FindMatches 変換の構築に役立ちま
すが、[Generate labeling file (ラベリングファイルの生成)] オプションを使用して生成する一部のレコード
には依然としてラベル付けを行う必要があります。
どうしたら、ユーザーがトレーニングしたとおりのマッチングを変換に実行させることができるか?
FindMatches 変換は、ユーザーが指定したラベルから学習するため、指定したラベルを優先しないレ
コードのペアが生成される場合があります。ユーザーのラベルを優先するように FindMatches 変換を強
制するには、 [FindMatchesParameter] の [EnforceProvidedLabels] を選択します。
ML 変換が真の一致ではない項目を一致として識別した場合の対策は?
以下の対策を実行できます。
• precisionRecallTradeoff の値をより高くします。これにより、検出される一致の数が減ります
が、十分に高い値に達すると、大きなクラスターの分割も行われます。
• 不正確な結果に対応する出力行を取得し、これらの行をラベリングセットとして再フォーマットします
(match_id 列を削除し、labeling_set_id 列および label 列を追加します)。必要に応じて、複数
のラベリングセットに分割 (再分割) し、ラベラーが各ラベリングセットに留意しながらラベルの割り当
てができるようにします。次に、一致するセットに正しくラベル付けを行い、ラベルファイルをアップ
ロードして既存のラベルに付加します。これにより、パターンを理解するためにどのようなデータが必
要であるかについてトランスフォーマーが十分にトレーニングされます。
• (高度) 最後に、そのデータを確認し、システムが気付いていないパターンを検出できるかどうかを判断
します。標準の AWS Glue 関数を使用してそのデータを事前処理し、データを正規化します。データの
種類が十分に異なることが判明している場合は、データを種類別に分離し、アルゴリズムに学習させる
データを明確にします。または、複数の列のデータが関連していることが判明している場合は、これら
の列を結合します。
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AWS Glue コンソールでの機械学習変換の使用
AWS Glue に使用して、データの最適化に使用できるカスタム機械学習変換を作成できます。これらの変
換は、AWS Glue コンソールでのジョブの作成時に使用できます。
機械学習変換の作成方法の詳細については、「AWS Lake Formation FindMatches によるレコードのマッ
チング (p. 386)」を参照してください。
トピック
• 変換のプロパティ (p. 396)
• 機械学習変換の追加と編集 (p. 397)
• 変換の詳細の確認 (p. 397)

変換のプロパティ
既存の機械学習変換を表示するには、AWS Management Console にサインインして、AWS Glue コンソー
ル (https://console.aws.amazon.com/glue/) を開きます。[Jobs (legacy)] (ジョブ (レガシー)) のナビゲー
ションペインで、[ML transforms] (ML 変換) を選択します。
[Machine learning transforms] (機械学習の変換) リストに、以下の各変換のプロパティが表示されます。
変換名
変換の作成時に付けた一意の変換名。
変換 ID
変換の一意の識別子。
タイプ
機械学習変換のタイプ (一致するレコードの検索など)。
[Label count] (ラベル数)
変換のトレーニングに役立てるために指定されたラベリングファイル内のラベルの数。
ステータス
変換が [Ready] (使用可能) であるか、[Needs training] (トレーニングが必要) であるかを示します。
ジョブで機械学習変換を正常に実行するには、ジョブのステータスが [Ready] (使用可能) であること
が必要です。
作成日
変換の作成日。
[Last modified] (最終更新日時)
変換が最後に更新された日付。
説明
変換の説明 (説明が入力された場合)。
一致の検索変換を作成する場合は、次の設定情報を指定します。
プライマリキー
ソーステーブルの行を一意に識別する列の名前。
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タイプ
機械学習変換のタイプ (一致の検索など)。

機械学習変換の追加と編集
AWS Glue コンソールで変換の表示、削除、セットアップ、トレーニング、および調整を行うことができ
ます。リストの変換の横にあるチェックボックスをオンにし、 [アクション] を選択して、実行するアク
ションを選択します。
新しい機械学習変換を追加するには、 [ジョブ] タブ、[ジョブの追加] の順に選択します。[ジョブの追加]
ウィザードの手順に従って、ジョブに機械学習変換 (FindMatches など) を追加します。詳細について
は、「AWS Lake Formation FindMatches によるレコードのマッチング (p. 386)」を参照してください。

機械学習変換でのデータ暗号化の使用
機械学習変換を AWS Glue に追加する際に、データソースまたはデータターゲットに関連付けられたセ
キュリティ設定をオプションで指定できます。データの格納に使用される Amazon S3 バケットがセキュ
リティ設定で暗号化されている場合は、変換の作成時に同じセキュリティ設定を指定します。
AWS KMS (SSE-KMS) でサーバー側の暗号化を使用して、モデルとラベルを暗号化し、許可されていな
い人に閲覧されるのを防ぐという選択もできます。このオプションを選択した場合は、AWS KMS key の
名前を選択するように求められます。[Enter a key ARN] (キーの ARN を入力) を選択することもできま
す。KMS キーの ARN を入力することを選択した場合、KMS キー ARN を入力できる 2 番目のフィールド
が表示されます。

Note
現在、カスタム暗号化キーを使用する FindMatches 変換は、次のリージョンではサポートされ
ていません。
• アジアパシフィック (大阪) - ap-northeast-3

変換の詳細の確認
変換の詳細には、変換の作成時に定義した情報が含まれます。変換の詳細を確認するには、機械学習変
換のリストで変換を選択し、以下のタブの情報を確認します。
• 履歴
• 詳細
• 品質の推定

履歴
[履歴] タブには、変換のタスク実行の履歴が表示されます。変換をトレーニングするには、複数のタイプ
のタスクを実行します。タスクごとに、実行メトリクスとして以下が含まれます。
• [実行 ID] は、このタスクの実行ごとに AWS Glue によって作成される識別子です。
• [Task type (タスクタイプ)] は、タスク実行のタイプを示します。
• [実行ステータス] は、各タスクの成功した実行を一覧表示します。最新の実行が一番上に表示されま
す。
• [Error (エラー)] には、実行が正常に行われなかった場合のエラーメッセージの詳細が表示されます。
• [開始時刻] は、タスクの開始日時 (現地時間) を示します。
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• [実行時間] は、ジョブ実行でリソースを消費した時間を示します。ジョブ実行でリソースの消費を開始
した時点から終了した時点までの時間が計算されます。
• [最終更新日時] は、タスクが最後に変更された日時 (現地時間) を示します。
• [ログ] は、このジョブ実行の stdout に書き込まれたログにリンクされています。
[Logs] (ログ) のリンク先は Amazon CloudWatch Logs です。このリンク先では、AWS Glue Data
Catalog で作成されたテーブルと、発生したエラーに関する詳細を確認できます。ログの保持期間
は、CloudWatch コンソールで管理できます。デフォルトのログ保持期間は Never Expire です。保
持期間を変更する方法の詳細については、Amazon CloudWatch Logs ユーザーガイドの「CloudWatch
Logs でログデータ保管期間を変更する」を参照してください。
• [エラーログ] は、このタスク実行の stderr に書き込まれたログにリンクされています。
このリンクをクリックすると CloudWatch Logs に移動します。ここでは、発生したエラーに関する詳細
を表示できます。ログの保持期間は、CloudWatch コンソールで管理できます。デフォルトのログ保持
期間は Never Expire です。保持期間を変更する方法の詳細については、Amazon CloudWatch Logs
ユーザーガイドの「CloudWatch Logs でログデータ保管期間を変更する」を参照してください。
• [Download label file] (ラベルファイルのダウンロード) は、生成されたラベリングファイルの Amazon S3
へのリンクを示します。

詳細
[詳細] タブには、ジョブの属性が含まれています。変換定義に関する詳細として、以下の内容が表示され
ます。
• [変換名] は変換の名前を示します。
• [タイプ] は変換のタイプを一覧表示します。
• [ステータス] は、変換がスクリプトまたはジョブで使用可能かどうかを示します。
• [Force output to match labels (出力をラベルに一致させる)] は、ユーザーから提供されたラベルに出力を
一致させるかどうかを示します。
• [Spark version] (Spark バージョン) は、変換を追加したときに [Task run properties] (タスク実行のプロ
パティ) で選択した AWS Glue のバージョンに関連しています。ほとんどのお客様に AWS Glue 1.0 お
よび Spark 2.4 が推奨されます。詳細については、「AWS Glue Versions」を参照してください。

品質の推定
[Estimate Quality (品質の推定)] タブは、変換の品質を測定するために使用するメトリクスを示します。
推定値は、ラベル付きデータのサブセットを使用して、指定したラベルに変換一致予測を比較することに
よって計算されます。これらの見積もりは概算です。このタブから Estimate quality （品質の見積り）タス
クの実行を呼び出すことができます。
Estimate quality タブには、次のプロパティを含む最後の Estimate quality の実行のメトリクスが表示され
ます。
• Precision-Recall 曲線の下にある領域は、変換の全体的な品質の上限を推定する単一の数値です。これは
適合率-再現率パラメータ用に行った選択とは関係ありません。値が高いほど、適合率と再現率のトレー
ドオフが適切であることを示します。
• 適合率は、変換が一致を推定して、その推定が正確である度合いを見積もります。
• 再現率の上限は、実際の一致件数に対して、変換が推定した一致件数の割合の見積もりです。
• 最大の F1 は、変換の精度 (1～ 0) を示します。値 1 は最適な精度の見積もりです。詳細について
は、Wikipedia の「F1 スコア」を参照してください。
• [Column importance] (列の重要度) テーブルには、各列の列名と重要度スコアが表示されます。列の重
要度は、レコード内のどの列がマッチングを行うために最も使用されているかを識別することで、列が
モデルにどの程度寄与しているかを理解するのに役立ちます。列の重要度を上げたり下げたりするため
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に、このデータをラベルセットに追加したりラベルセットを変更したりするように促されることがあり
ます。
[Importance] (重要度) 列には、各列の数値スコアが 1.0 以下の 10 進数で示されます。
品質の推定と真の品質の比較については、「 品質の推定とエンドツーエンド (真の) 品質の比
較 (p. 399)」を参照してください。
変換の調整の詳細については、「AWS Glue での機械学変換の調整 (p. 390)」を参照してください。

品質の推定とエンドツーエンド (真の) 品質の比較
FindMatches 機械学習変換の場合、AWS Glue は変換の品質を推定するために、内部の機械学習モデル
に対してレコードのペアをいくつか提示します。これらのレコードは、ユーザーが指定したラベルに一
致するレコードとします。ただし、モデルにとっては初見のものとします。これらの品質の推定は、機械
学習モデルの品質の関数です (モデルは、ユーザーが変換を「トレーニング」するためにラベル付けする
レコードの数から影響を受けます)。エンドツーエンド、つまり真のリコール (FindMatches 変換によっ
て自動的に計算されない) は、 FindMatches 機械学習モデルに対してさまざまなマッチングを提案する
フィルタリングメカニズムの影響を受けます。
このフィルタリング方法を調整するには、主に低コスト-精度スライダーを使用します。このスライダー
を精度に近づけるほど、システムは一致候補のレコードのペアをより深く、広く検索します。機械学習モ
デルに取り込まれるレコードのペアが増え、FindMatches 変換のエンドツーエンドまたは真の再現率が
推定の再現率メトリクスに近づきます。その結果、マッチングのコスト/精度のトレードオフの変更による
マッチングのエンドツーエンドの品質の変更は、通常、品質の見積りには反映されません。

チュートリアル: AWS Glue で機械学習変換を作成す
る
このチュートリアルでは、AWS Glue を使用して機械学習 (ML) 変換を作成および管理するためのアクショ
ンについてガイドします。このチュートリアルを使用するには、 AWS Glue コンソールを使用してクロー
ラとジョブを追加し、スクリプトを編集する方法をよく理解している必要があります。Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3) で、ファイルを検索してダウンロードする方法についてもよく理解している
必要があります。
次の例では、一致するレコードを見つけるための FindMatches 変換を作成します。また、一致する/一致
しないレコードを識別する方法を、この変換にトレーニングして AWS Glue ジョブで使用します。AWS
Glue ジョブは、match_id という別の列を追加して新しい Amazon S3 ファイルを作成します。
このチュートリアルで使用されているソースデータは、dblp_acm_records.csv という名前のファイ
ルです。このファイルは、元の DBLP ACM データセットから入手できる学術刊行物 (DBLP および ACM)
の修正バージョンです。dblp_acm_records.csv ファイルは、BOM (バイトオーダーマーク) なしの
UTF-8 形式でエンコードされたカンマ区切り値 (CSV) ファイルです。
2 番目のファイル dblp_acm_labels.csv はサンプルのラベリングファイルです。このファイルには、
チュートリアルの一環として変換をトレーニングするために使用する、一致する/一致しないレコードの両
方が含まれています。
トピック
• ステップ 1: ソースデータをクロールする (p. 400)
• ステップ 2: 機械学習変換を追加する (p. 400)
• ステップ 3: 機械学習変換をトレーニングする (p. 400)
• ステップ 4: 機械学習変換の品質を推定する (p. 401)
• ステップ 5: 機械学習変換でジョブを追加して実行する (p. 401)
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• ステップ 6: Amazon S3 の出力データを確認する (p. 403)

ステップ 1: ソースデータをクロールする
まず、ソースである Amazon S3 CSV ファイルをクロールして、対応するメタデータテーブルを Data
Catalog に作成します。

Important
CSV ファイルのみのテーブルを作成するようクローラに指示するために、CSV ソースデータを他
のファイルとは異なる Amazon S3 フォルダに保存します。
1.

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

2.

ナビゲーションペインで、[クローラ]、[クローラの追加] の順に選択します。

3.

ウィザードに従って demo-crawl-dblp-acm というクローラを作成して実行し、出力をデータベー
ス demo-db-dblp-acm に保存します。ウィザードの実行時に、データベースdemo-db-dblp-acm
がまだ存在していない場合は、これを作成します。現在の AWS リージョンでのサンプルデータへ
の Amazon S3 インクルードパスを選択します。例えば、us-east-1 の場合、ソースファイルへの
Amazon S3 インクルードパスは s3://ml-transforms-public-datasets-us-east-1/dblpacm/records/dblp_acm_records.csv です。
完了すると、クローラによってテーブル dblp_acm_records_csv が作成され、テーブルの列とし
て、ID、タイトル、作成者、場所、年、およびソースが設定されます。

ステップ 2: 機械学習変換を追加する
次に、demo-crawl-dblp-acm というクローラで作成されたデータソーステーブルのスキーマに基づく
機械学習変換を追加します。
1.

2.

AWS Glue コンソールの [Jobs (legacy)] (ジョブ (レガシー)) のナビゲーションペインで、[ML
Transforms] (ML 変換) を選択してから、[Add transform] (変換の追加) を選択します。ウィザードに
従って、以下のプロパティを持つ Find matches 変換を作成します。
a.

[変換の名前] に、「demo-xform-dblp-acm」と入力します。これは、ソースデータの一致を見
つけるために使用する変換の名前です。

b.

[IAM role] (IAM ロール) で、Amazon S3 ソースデータ、ラベリングファイル、および AWS Glue
API オペレーションへのアクセス許可を持つ IAM ロールを選択します。詳細については、AWS
Glue デベロッパーガイドの「Create an IAM Role for AWS Glue」を参照してください。

c.

[Data source] (データソース) に、demo-db-dblp-acm というデータベースの
dblp_acm_records_csv という名前のテーブルを選択します。

d.

[Primary key (プライマリキー)] で、テーブルのプライマリキー列である [ID] を選択します。

ウィザードで、[完了] を選択し、[ML 変換] リストに戻ります。

ステップ 3: 機械学習変換をトレーニングする
次に、チュートリアルのサンプルのラベリングファイルを使用して、機械学習変換をトレーニングしま
す。
機械学習変換は、そのステータスが [Ready for use (使用可能)] になるまで、ETL (抽出、変換、ロード)
ジョブで使用できません。変換を使用可能にするには、一致するレコードと一致しないレコードのサンプ
ルを提供し、レコードの一致/不一致を見分ける方法について変換をトレーニングする必要があります。変
換をトレーニングするには、ラベルファイルを生成して、ラベルを追加し、ラベルファイルをアップロー
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ドします。このチュートリアルでは、dblp_acm_labels.csv というサンプルラベリングファイルを使
用できます。ラベリングプロセスの詳細については、「ラベリング (p. 388)」を参照してください。
1.

AWS Glue コンソールのナビゲーションペインで、[ML 変換] を選択します。

2.

demo-xform-dblp-acm 変換を選択し、次に [アクション]、[Teach (トレーニング)] の順に選択しま
す。ウィザードに従って、Find matches 変換をトレーニングします。

3.

変換のプロパティページで、[I have labels (ラベルがあります)] を選択します。現在の AWS リージョ
ンでサンプルラベリングファイルへの Amazon S3 パスを選択します。例えば、us-east-1 の場合、
指定したラベリングファイルを Amazon S3 パス s3://ml-transforms-public-datasets-useast-1/dblp-acm/labels/dblp_acm_labels.csv からアップロードします。この際に、既存の
ラベルを上書きするオプションを使用します。ラベリングファイルは、AWS Glue コンソールと同じ
リージョンの Amazon S3 に配置する必要があります。
ラベリングファイルをアップロードすると、データソースの処理方法について変換をトレーニングす
るために使用するラベルを追加または上書きするためのタスクが AWS Glue で開始されます。

4.

ウィザードの最後のページで、[完了] を選択し、[ML 変換] リストに戻ります。

ステップ 4: 機械学習変換の品質を推定する
次に、機械学習変換の品質を推定できます。品質は、どれだけのラベル付けを実施したかに応じて異なり
ます。品質の推定の詳細については、「品質の推定 (p. 398)」を参照してください。
1.

AWS Glue コンソールの [Jobs (legacy)] (ジョブ (レガシー)) のナビゲーションペインで、[ML
Transforms] (ML 変換) を選択します。

2.

demo-xform-dblp-acm 変換を選択し、[Estimate quality (品質の推定)] タブをクリックします。この
タブには、変換の現在の品質の推定 (使用可能な場合) が表示されます。

3.

[Estimate quality (品質の推定)] を選択して、変換の品質を推定するためのタスクを開始します。品質
の推定の精度はソースデータのラベル付けに基づきます。

4.

[履歴] タブに移動します。このペインには、変換のタスク実行が一覧表示されます。これには、品質
の推定タスクも含まれます。実行の詳細を参照するには、[ログ] を選択します。実行が完了したとき
の実行ステータスが [成功] になっていることを確認します。

ステップ 5: 機械学習変換でジョブを追加して実行する
このステップでは、機械学習変換を使用して AWS Glue にジョブを追加して実行します。変換 demoxform-dblp-acm は、[Ready for use (使用可能)] である場合に、ETL ジョブで使用できます。
1.

AWS Glue コンソールのナビゲーションペインで、[ジョブ] を選択します。

2.

[Add job (ジョブの追加)] を選択し、ウィザードの手順に従い、生成されたスクリプトを使用して ETL
Spark ジョブを作成します。変換のプロパティ値として以下を選択します。
a.

[名前] で、このチュートリアルのサンプルジョブである demo-etl-dblp-acm を選択します。

b.

[IAM role] (IAM ロール) に、Amazon S3 ソースデータ、ラベリングファイル、および AWS Glue
API オペレーションへのアクセス許可を持つ IAM ロールを選択します。詳細については、AWS
Glue デベロッパーガイドの「Create an IAM Role for AWS Glue」を参照してください。

c.

[ETL 言語] で、[Scala] を選択します。これは ETL スクリプトのプログラミング言語です。

d.

[スクリプトファイル名] で、[demo-etl-dblp-acm] を選択します。これは Scala スクリプトのファ
イル名です (ジョブ名と同じです)。

e.

[データソース] で、[dblp_acm_records_csv] を選択します。選択したデータソースは、機械学習
変換のデータソーススキーマと一致する必要があります。

f.

[Transform type (変換タイプ)] で、[Find matching records (一致するレコードの検索)] を選択し、
機械学習変換を使用してジョブを作成します。
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g.

[Remove duplicate records (重複するレコードの削除)] をオフにします。重複するレコードを削除
しない理由は、書き込まれる出力レコードに別の match_id フィールドが追加されるためです。

h.

[変換] で、ジョブによって使用される機械学習変換である demo-xform-dblp-acm を選択します。

i.

[データターゲットでテーブルを作成する] で、次のプロパティを使用してテーブルを作成するこ
とを選択します。
• [Data store type] (データストアのタイプ) – Amazon S3
• [Format] (形式) – CSV
• [Compression type] (圧縮タイプ) – None
• [Target path] (ターゲットパス) – ジョブの出力が書き込まれる Amazon S3 パス (現在のコン
ソールの AWS リージョン)

3.

[ジョブを保存してスクリプトを編集する] を選択して、スクリプトエディタページを表示します。

4.

スクリプトを編集し、ターゲットパスへのジョブ出力を単一のパーティションファイルに書き込ま
せるためのステートメントを追加します。このステートメントは、FindMatches 変換を実行するス
テートメントの直後に追加します。このステートメントは次のようになります。
val single_partition = findmatches1.repartition(1)

出力を.writeDynamicFrame(single_partion) として書き込むに
は、.writeDynamicFrame(findmatches1) ステートメントを変更する必要があります。
5.

スクリプトを編集したら、[保存] を選択します。変更後のスクリプトは次のコードのようになります
が、使用環境向けにカスタマイズされます。

import
import
import
import
import
import
import
import

com.amazonaws.services.glue.GlueContext
com.amazonaws.services.glue.errors.CallSite
com.amazonaws.services.glue.ml.FindMatches
com.amazonaws.services.glue.util.GlueArgParser
com.amazonaws.services.glue.util.Job
com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
org.apache.spark.SparkContext
scala.collection.JavaConverters._

object GlueApp {
def main(sysArgs: Array[String]) {
val spark: SparkContext = new SparkContext()
val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)
// @params: [JOB_NAME]
val args = GlueArgParser.getResolvedOptions(sysArgs, Seq("JOB_NAME").toArray)
Job.init(args("JOB_NAME"), glueContext, args.asJava)
// @type: DataSource
// @args: [database = "demo-db-dblp-acm", table_name = "dblp_acm_records_csv",
transformation_ctx = "datasource0"]
// @return: datasource0
// @inputs: []
val datasource0 = glueContext.getCatalogSource(database = "demo-db-dblp-acm",
tableName = "dblp_acm_records_csv", redshiftTmpDir = "", transformationContext =
"datasource0").getDynamicFrame()
// @type: FindMatches
// @args: [transformId = "tfm-123456789012", emitFusion = false,
survivorComparisonField = "<primary_id>", transformation_ctx = "findmatches1"]
// @return: findmatches1
// @inputs: [frame = datasource0]
val findmatches1 = FindMatches.apply(frame = datasource0, transformId
= "tfm-123456789012", transformationContext = "findmatches1",
computeMatchConfidenceScores = true)
// Repartition the previous DynamicFrame into a single partition.
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val single_partition = findmatches1.repartition(1)
// @type: DataSink
// @args: [connection_type = "s3", connection_options = {"path": "s3://aws-glue-mltransforms-data/sal"}, format = "csv", transformation_ctx = "datasink2"]
// @return: datasink2
// @inputs: [frame = findmatches1]
val datasink2 = glueContext.getSinkWithFormat(connectionType =
"s3", options = JsonOptions("""{"path": "s3://aws-glue-ml-transformsdata/sal"}"""), transformationContext = "datasink2", format =
"csv").writeDynamicFrame(single_partition)
Job.commit()
}
}

6.

[ジョブの実行] を選択してジョブの実行を開始します。ジョブリストでジョブのステータスを確認し
ます。ジョブが完了すると、[ML 変換] の [履歴] タブに、[ETL ジョブ] タイプの新しい [実行 ID] 行が
追加されます。

7.

[ジョブ]、[履歴] タブの順に移動します。このペインには、ジョブの実行が一覧表示されます。実行の
詳細を参照するには、[ログ] を選択します。実行が完了したときの実行ステータスが [成功] になって
いることを確認します。

ステップ 6: Amazon S3 の出力データを確認する
このステップでは、ジョブの追加時に選択した Amazon S3 バケットのジョブ実行の出力を確認します。
出力ファイルをローカルマシンにダウンロードして、一致するレコードが識別されていることを確認しま
す。
1.

https://console.aws.amazon.com/s3/ で Amazon S3 コンソールを開きます。

2.

ジョブ demo-etl-dblp-acm のターゲット出力ファイルをダウンロードします。このファイルをス
プレッドシートアプリケーションで開きます (ファイルを正常に開くには、必要に応じてファイル拡
張子 .csv を追加します)。
次の図は、Microsoft Excel で開いた出力の抜粋を示しています。

データソースおよびターゲットファイルの両方に 4,911 個のレコードがあります。ただ
し、Find matches 変換には、出力内の一致するレコードを識別するために match_id と
いう別の列が追加されています。同じ match_id の行は、一致するレコードと見なされま
す。match_confidence_score は 0～1 の間の数値で、Find matches によって検出された次の
値で一致の品質を推定します。
3.

出力ファイルを match_id で並べ替えると、どのレコードが一致しているか簡単にわかります。他の
列の値と比較して、Find matches 変換の結果が適切であるかどうかを判断します。適切でない場合
は、さらにラベルを追加することで、引き続き変換をトレーニングします。
ファイルをソートするために別のフィールド (title など) を使用して、同じようなタイトルのレコー
ドが同じ match_id を持っているかどうかを確認することもできます。
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インクリメンタルマッチを検索する。
FindMatches 変換を使用すると、レコードに共通の一意の識別子がなく、正確に一致するフィールドがな
い場合でも、データセット内の重複レコードまたは一致するレコードを識別できます。検索マッチ変換の
最初のリリースでは、単一のデータセット内で一致するレコードが識別されました。データセットに新し
いデータを追加する場合、既存のクリーンなデータセットとマージし、マージされた完全なデータセット
に対してマッチングを再実行する必要があります。
インクリメンタルマッチング機能を使用すると、既存の一致したデータセットに対するインクリメンタル
レコードとの照合が簡単になります。既存の顧客データセットと見込み客のデータを照合するとします。
差分一致機能を使用すると、結果を単一のデータベースまたはテーブルにマージすることで、数十万の新
規プロスペクトを既存のプロスペクトと顧客の既存のデータベースと照合できる柔軟性が得られます。新
規データセットと既存のデータセット間のみ照合を行うことで、差分一致の検索最適化によって計算時間
が短縮され、コストも削減されます。
インクリメンタルマッチングの使用法は、チュートリアル: AWS Glue で機械学習変換を作成す
る (p. 399) で説明されているように、「一致を検索」と似ています。このトピックでは、インクリメン
タルマッチングの相違点のみについて説明します。
詳細については、インクリメンタルデータマッチングのブログ記事を参照してください。

インクリメンタルマッチングジョブの実行
次の手順では、次の様に仮定します。
• 既存のデータセット内をクロールして first_records テーブルに到達しました。first_records データセッ
トは、一致したデータセット、または一致したジョブの出力であるはずです。
• AWS Glue バージョン 2.0 を使用して、一致検索変換の作成とトレーニングが完了しました。このバー
ジョンが唯一インクリメンタルマッチを AWS Glue サポートしています。
• ETL 言語は Scala です。Python もサポートされていることに注意してください。
• 既に生成されたモデルは demo-xform と呼ばれます。
1.

インクリメンタルデータセットを、テーブル second records にクロールする。

2.

AWS Glue コンソールのナビゲーションペインで、[ジョブ] を選択します。

3.

[Add job (ジョブの追加)] を選択し、ウィザードの手順に従い、生成されたスクリプトを使用して ETL
Spark ジョブを作成します。変換のプロパティ値として以下を選択します。
a.

名前で、デモetlを使用する場合。

b.

IAM ロール に、Amazon S3 ソースデータ、ラベリングファイル、および AWS GlueAPI オペレー
ションへのアクセス許可を持つ IAM ロールを選択します。

c.

[ETL 言語] で、[Scala] を選択します。

d.

[スクリプトファイル名] で、[demo-etl] を選択します。これは Scala スクリプトのファイル名で
す。

e.

データソースはfirst recordsを選択します。選択したデータソースは、機械学習変換のデータソー
ススキーマと一致する必要があります。

f.

[Transform type (変換タイプ)] で、[Find matching records (一致するレコードの検索)] を選択し、
機械学習変換を使用してジョブを作成します。

g.

インクリメンタルマッチングのオプションを選択し、データ・ソースにsecond_recordsという名
前のテーブルを選択します。

h.

[トランスフォーム] で、ジョブによって使用される機械学習変換である demo-xform-dblp-acm を
選択します。

i.

データターゲットにテーブルを作成するか、データカタログのテーブルを使用してデータター
ゲットを更新するを選択します。
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4.

[ジョブを保存してスクリプトを編集する] を選択して、スクリプトエディタページを表示します。

5.

[ジョブの実行] を選択してジョブの実行を開始します。

AWS Glue のモニタリング
モニタリングは、AWS Glue およびその他の AWS ソリューションの信頼性、可用性、およびパフォーマ
ンスを維持する上で重要な部分です。AWS には、AWS Glue を監視したり、問題が発生したときに報告し
たり、必要に応じて自動的にアクションを実行するために使用する監視ツールが用意されています。
以下の自動化されたモニタリングツールを使用して、AWS Glue をモニタリングし、問題が発生したとき
にレポートできます。
• Amazon CloudWatch Events は、AWS リソースの変更を示すシステムイベントをほぼリアルタイムの
ストリームとして提供します。CloudWatch Events によって、自動イベント駆動型コンピューティン
グが有効になります。特定のイベントを監視し、これらのイベントが発生したときに他の AWS サービ
スで自動アクションをトリガーするルールを記述できます。詳細については、「Amazon CloudWatch
Events ユーザーガイド」を参照してください。
• Amazon CloudWatch Logs によって Amazon EC2 インスタンス、AWS CloudTrail、などからのログ
ファイルのモニタリング、保存、アクセスができます。CloudWatch Logs は、ログファイル内の情報を
モニタリングし、特定のしきい値が満たされたときに通知します。高い耐久性を備えたストレージにロ
グデータをアーカイブすることも可能です。詳細については、「Amazon CloudWatch Logs ユーザーガ
イド」を参照してください。
• AWS CloudTrail は、AWS アカウントにより、またはそのアカウントに代わって行われた API コールや
関連イベントを取得し、指定した Amazon S3 バケットにログファイルを配信します。AWS を呼び出す
ユーザーとアカウント、呼び出しの送信元 IP アドレス、および呼び出しが発生した時刻を特定できま
す。詳細については、AWS CloudTrail ユーザーガイドを参照してください。
トピック
• AWSAWS Glue のタグ (p. 405)
• CloudWatch Events を使用した AWS Glue の自動化 (p. 408)
• AWS Glue による AWS CloudTrail API 呼び出しのログ記録 (p. 410)

AWSAWS Glue のタグ
AWS Glue リソースを管理しやすくするために、オプションでいくつかの AWS Glue リソースタイプに
独自のタグを割り当てることができます。タグとは、AWS リソースに付けるラベルです。タグはそれぞ
れ、1 つのキーとオプションの 1 つの値で設定されており、どちらもお客様側が定義します。AWS Glue
のタグを使用して、自分のリソースを整理し識別することができます。タグを使用してコスト計算レポー
トを作成し、リソースへのアクセスを制限することができます。AWS Identity and Access Management
を使用している場合は、AWS アカウント内のどのユーザーがタグを作成、編集、削除する許可を持つか
をコントロールできます。詳しくは、「タグを使用したアイデンティティベースのポリシー (IAM ポリ
シー) (p. 1060) 」を参照してください。
AWS Glue では、以下のリソースにタグを付けることができます。
• Connection
• Crawler
• データベース
• Job
• [Trigger] (トリガー)
• ワークフロー
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• 開発エンドポイント
• 機械学習変換

Note
ベストプラクティスとして、これらの AWS Glue リソースのタグ付けを可能にするには、常にポ
リシーに glue:TagResource アクションを含めます。
AWS Glue でタグを使用するときは、以下について検討します。
• エンティティ 1 つにつき、最大 50 までのタグがサポートされています。
• AWS Glue では、タグをキーと値のペアのリスト ({"string": "string" ...} 形式) で指定しま
す。
• オブジェクトにタグを作成する場合、タグキーは必須で、タグ値はオプションです。
• タグキーとタグ値の大文字と小文字は区別されます。
• タグキーとタグ値にプレフィックス awsを含めることはできません。そのようなタグに対するオペレー
ションは許可されていません。
• タグキーの最大長は UTF-8 で 128 Unicode 文字です。タグキーを空または null にすることはできませ
ん。
• タグ値の最大長は UTF-8 で 256 Unicode 文字です。タグ値は空または null にすることができます。

AWS Glue 接続のタグ付けのサポート
リソースタグに基づ
き、CreateConnection、UpdateConnection、GetConnection、DeleteConnection のアクショ
ンの許可を制限することができます。これにより、データカタログから JDBC 接続情報を取得する必要が
ある JDBC データソースを持つ AWS Glue ジョブに対して、最小特権のアクセス制御を実装することがで
きます。
使用例
タグ ["connection-category", "dev-test"] との AWS Glue 接続を作成する。
IAM ポリシーの GetConnection アクションのタグ条件を指定します。
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:GetConnection"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAnyValue:StringEquals": {
"aws:ResourceTag/tagKey": "dev-test"
}
}

例
次の例では、タグが割り当てられたジョブを作成します。
AWS CLI
aws glue create-job --name job-test-tags --role MyJobRole --command
Name=glueetl,ScriptLocation=S3://aws-glue-scripts//prod-job1
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AWS CloudFormation JSON
{

"Description": "AWS Glue Job Test Tags",
"Resources": {
"MyJobRole": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": [
"glue.amazonaws.com"
]
},
"Action": [
"sts:AssumeRole"
]
}
]
},
"Path": "/",
"Policies": [
{
"PolicyName": "root",
"PolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "*",
"Resource": "*"
}
]
}
}
]
}
},
"MyJob": {
"Type": "AWS::Glue::Job",
"Properties": {
"Command": {
"Name": "glueetl",
"ScriptLocation": "s3://aws-glue-scripts//prod-job1"
},
"DefaultArguments": {
"--job-bookmark-option": "job-bookmark-enable"
},
"ExecutionProperty": {
"MaxConcurrentRuns": 2
},
"MaxRetries": 0,
"Name": "cf-job1",
"Role": {
"Ref": "MyJobRole",
"Tags": {
"key1": "value1",
"key2": "value2"
}
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}

}

}

}

}

AWS CloudFormation YAML
Description: AWS Glue Job Test Tags
Resources:
MyJobRole:
Type: AWS::IAM::Role
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Version: '2012-10-17'
Statement:
- Effect: Allow
Principal:
Service:
- glue.amazonaws.com
Action:
- sts:AssumeRole
Path: "/"
Policies:
- PolicyName: root
PolicyDocument:
Version: '2012-10-17'
Statement:
- Effect: Allow
Action: "*"
Resource: "*"
MyJob:
Type: AWS::Glue::Job
Properties:
Command:
Name: glueetl
ScriptLocation: s3://aws-glue-scripts//prod-job1
DefaultArguments:
"--job-bookmark-option": job-bookmark-enable
ExecutionProperty:
MaxConcurrentRuns: 2
MaxRetries: 0
Name: cf-job1
Role:
Ref: MyJobRole
Tags:
key1: value1
key2: value2

詳細については、「AWSタグ付け戦略」を参照してください。

Note
現時点では、AWS Glue は リソースグループタグ付け API をサポートしていません。
タグを使用してアクセスをコントロールする方法については、「タグを使用したアイデンティティベース
のポリシー (IAM ポリシー) (p. 1060)」を参照してください。

CloudWatch Events を使用した AWS Glue の自動化
Amazon CloudWatch Events を使用して、AWS のサービスを自動化し、アプリケーションの可用性の問題
やリソースの変更などのシステムイベントに自動的に対応できます。AWS のサービスからのイベントは、
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ほぼリアルタイムに CloudWatch Events に送信されます。簡単なルールを記述して、注目するイベント
と、イベントがルールに一致した場合に自動的に実行するアクションを指定できます。自動的にトリガー
できるオペレーションには、以下が含まれます。
• AWS Lambda 関数の呼び出し
• Amazon EC2 Run Command の呼び出し
• Amazon Kinesis Data Streams へのイベントの中継
• AWS Step Functions ステートマシンのアクティブ化
• Amazon SNS トピックまたは Amazon SQS キューの通知
AWS Glue で CloudWatch Events を使用する例をいくつか次に示します。
• ETL ジョブが成功したときの Lambda 関数のアクティブ化
• ETL ジョブが失敗したときの Amazon SNS トピックへの通知
次の CloudWatch Events は、AWS Glue によって生成されます。
• "detail-type":"Glue Job State Change" のイベントが
SUCCEEDED、FAILED、TIMEOUT、STOPPED に対して生成されます。
• ジョブ遅延通知のしきい値を超えると、"detail-type":"Glue Job Run Status" のイベントが
RUNNING、STARTING、STOPPING ジョブの実行に対して生成されます。
• "detail-type":"Glue Crawler State Change" のイベントが Started、Succeeded、Failed
に対して生成されます。
• "detail-type":"Glue Data Catalog Database State Change" のイベント
が、CreateDatabase、DeleteDatabase、 CreateTable、DeleteTable、および
BatchDeleteTable に対して生成されます。例えば、テーブルが作成または削除される
と、CloudWatch Events に通知が送信されます。通知イベントの順序や有無に依存するプログラムは作
成できないことに注意してください。通知イベントは順番が違っていたり不足している可能性がありま
す。イベントは、ベストエフォートベースで出力されます。通知の詳細情報。
• typeOfChange には、API オペレーションの名前が含まれます。
• databaseName には影響を受けるデータベースの名前が含まれます。
• changedTables には、通知ごとに最大 100 の影響を受けるテーブルの名前が含まれます。テーブル
名が長いと、複数の通知が作成されることがあります。
• "detail-type":"Glue Data Catalog Table State Change" のイベント
が、UpdateTable、CreatePartition、 BatchCreatePartition、DeletePartition、および
BatchDeletePartition に対して生成されます。例えば、テーブルまたはパーティションが更新され
ると、CloudWatch Events に通知が送信されます。通知イベントの順序や有無に依存するプログラムは
作成できないことに注意してください。通知イベントは順番が違っていたり不足している可能性があり
ます。イベントは、ベストエフォートベースで出力されます。通知の詳細情報。
• typeOfChange には、API オペレーションの名前が含まれます。
• databaseName には影響を受けるリソースを含むデータベースの名前が含まれます。
• tableName には影響を受けるテーブルの名前が含まれます。
• changedPartitions は 1 つの通知で影響を受けるパーティションを最大 100 まで指定します。
パーティション名が長いと、複数の通知が作成されることがあります。
たとえば、Year と Month の 2 つのパーティションキーがある場合、"2018,01", "2018,02"
は、パーティション "Year=2018" and "Month=01"、およびパーティション "Year=2018" and
"Month=02" を変更します。
{

"version":"0",
"id":"abcdef00-1234-5678-9abc-def012345678",

409

AWS Glue デベロッパーガイド
CloudTrail によるログ記録

}

"detail-type":"Glue Data Catalog Table State Change",
"source":"aws.glue",
"account":"123456789012",
"time":"2017-09-07T18:57:21Z",
"region":"us-west-2",
"resources":["arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:database/default/foo"],
"detail":{
"changedPartitions": [
"2018,01",
"2018,02"
],
"databaseName": "default",
"tableName": "foo",
"typeOfChange": "BatchCreatePartition"
}

詳細については、「Amazon CloudWatch Events ユーザーガイド」を参照してください。AWS Glue 固有
のイベントについては、「AWS Glue イベント」を参照してください。

AWS Glue による AWS CloudTrail API 呼び出しのロ
グ記録
AWS Glue は AWS CloudTrail という、AWS Glue の ユーザーやロール、または AWS のサービスによっ
て実行されたアクションを記録するサービスと統合しています。CloudTrail は、AWS Glue のすべての
API コールをイベントとしてキャプチャします。キャプチャされた呼び出しには、AWS Glue コンソー
ルの呼び出しと、AWS Glue API オペレーションへのコード呼び出しが含まれます。証跡を作成する場合
は、AWS Glue のイベントなど、Amazon S3 バケットへの CloudTrail イベントの継続的な配信を有効にす
ることができます 証跡を設定しない場合でも、CloudTrail コンソールの [Event history] (イベント履歴) で
最新のイベントを表示できます。CloudTrail によって収集された情報を使用して、AWS Glue に対して行
われた要求、要求が行われた IP アドレス、要求を行った人、要求が行われた日時、および追加の詳細を判
別できます。
CloudTrail の詳細については、「AWS CloudTrailユーザーガイド」を参照してください。

CloudTrail の AWS Glue 情報
CloudTrail は、アカウントを作成すると AWS アカウントで有効になります。AWS Glue でアクティビティ
が発生すると、そのアクティビティは [Event history (イベント履歴)] で AWS のその他のサービスのイベ
ントと共に CloudTrail イベントに記録されます。最近のイベントは、AWS アカウントで表示、検索、ダ
ウンロードできます。詳細については、「CloudTrail イベント履歴でのイベントの表示」を参照してくだ
さい。
AWS のイベントなど、AWS Glue アカウントのイベントの継続的なレコードについては、追跡を作成しま
す。証跡により、CloudTrail はログファイルを Amazon S3 バケットに配信できます。デフォルトでは、コ
ンソールで追跡を作成するときに、追跡がすべての AWS リージョンに適用されます。追跡は、AWSパー
ティションのすべてのリージョンからのイベントをログに記録し、指定した Amazon S3 バケットにログ
ファイルを配信します。さらに、CloudTrail・ログで収集したイベントデータをより詳細に分析し、それに
基づく対応するためにその他の AWS のサービスを設定できます。詳細については、次を参照してくださ
い。
• AWS アカウントの証跡の作成
• CloudTrail がサポートされているサービスと統合
• Amazon SNS の CloudTrail の通知の設定
• 「複数のリージョンから CloudTrail ログファイルを受け取る」および「複数のアカウントから
CloudTrail ログファイルを受け取る」
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すべての AWS Glue アクションは CloudTrail によってログに記録され、AWS Glue API (p. 745) に記
録されます。例えば、CreateDatabase、CreateTable、CreateScriptの各アクションを呼び出す
と、CloudTrail ログファイルにエントリが生成されます。
各イベントまたはログエントリには、誰がリクエストを生成したかという情報が含まれます。アイデン
ティティ情報は、以下を判別するのに役立ちます。
• リクエストが、ルート認証情報と AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザー認証情報のどち
らを使用して送信されたか.
• リクエストがロールまたはフェデレーティッドユーザーのテンポラリなセキュリティ認証情報を使用し
て行われたかどうか。
• リクエストが、別の AWS のサービスによって送信されたかどうか。
詳細については、[CloudTrail userIdentity Element] (CloudTrail ユーザーアイデンティティ要素) を参照して
ください。
ただし、CloudTrail は呼び出しに関するすべての情報は記録しません。たとえば、接続リクエストで使用
される ConnectionProperties などの機密情報は記録せず、次の API によって返される応答の代わり
に null を記録します。
BatchGetPartition
CreateScript
GetCatalogImportStatus
GetClassifier
GetClassifiers
GetConnection
GetConnections
GetCrawler

GetCrawlers
GetCrawlerMetrics
GetDatabase
GetDatabases
GetDataflowGraph
GetDevEndpoint
GetDevEndpoints
GetJob

GetJobs
GetJobRun
GetJobRuns
GetMapping
GetObjects
GetPartition
GetPartitions
GetPlan

GetTable
GetTables
GetTableVersions
GetTrigger
GetTriggers
GetUserDefinedFunction
GetUserDefinedFunctions

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

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/johndoe",
"accountId": "123456789012",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"userName": "johndoe"
},
"eventTime": "2017-10-11T22:29:49Z",
"eventSource": "glue.amazonaws.com",
"eventName": "DeleteCrawler",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "72.21.198.64",
"userAgent": "aws-cli/1.11.148 Python/3.6.1 Darwin/16.7.0 botocore/1.7.6",
"requestParameters": {
"name": "tes-alpha"
},
"responseElements": null,
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}

"requestID": "b16f4050-aed3-11e7-b0b3-75564a46954f",
"eventID": "e73dd117-cfd1-47d1-9e2f-d1271cad838c",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "123456789012"

この例では、CreateConnection アクションを表す CloudTrail ログエントリを示しています。
{

}

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/johndoe",
"accountId": "123456789012",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"userName": "johndoe"
},
"eventTime": "2017-10-13T00:19:19Z",
"eventSource": "glue.amazonaws.com",
"eventName": "CreateConnection",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "72.21.198.66",
"userAgent": "aws-cli/1.11.148 Python/3.6.1 Darwin/16.7.0 botocore/1.7.6",
"requestParameters": {
"connectionInput": {
"name": "test-connection-alpha",
"connectionType": "JDBC",
"physicalConnectionRequirements": {
"subnetId": "subnet-323232",
"availabilityZone": "us-east-1a",
"securityGroupIdList": [
"sg-12121212"
]
}
}
},
"responseElements": null,
"requestID": "27136ebc-afac-11e7-a7d6-ab217e5c3f19",
"eventID": "e8b3baeb-c511-4597-880f-c16210c60a4a",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "123456789012"

モニタリングの詳細についてはAWS GlueSpark ジョブ、「モニタリングAWS GlueSpark ジョ
ブ (p. 317)。
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AWS Glue でのオーケストレーショ
ン
以下のセクションでは、のジョブのオーケストレーションの情報を提供しますAWS Glue。
トピック
• トリガーを使用したジョブとクローラの開始 (p. 413)
• AWS Glue で設計図とワークフローを使用して複雑な ETL アクティビティを実行する (p. 418)
• AWS Glue のブループリントの開発 (p. 448)

トリガーを使用したジョブとクローラの開始
AWS Glue では、トリガーと呼ばれる Data Catalog オブジェクトを作成できます。このオブジェクトを使
用して、手動または自動で 1 つ以上のクローラを開始したり、抽出、変換、ロード (ETL) ジョブを実行し
たりできます。トリガーを使用して、依存関係にあるジョブとクローラのチェーンを設計できます。

Note
この同じことは、ワークフローを定義することでも可能です。ワークフローは、複雑なマルチ
ジョブ ETL オペレーションを作成する場合に適しています。詳しくは、「the section called “設
計図とワークフローを使用した複雑な ETL アクティビティの実行” (p. 418)」を参照してくださ
い。
トピック
• AWS Glue トリガー (p. 413)
• トリガーの追加 (p. 415)
• トリガーの有効化と無効化 (p. 417)

AWS Glue トリガー
起動されると、トリガーは指定されたジョブとクローラを開始できます。トリガーは、オンデマンドで、
スケジュールに基づいて、またはイベントの組み合わせに基づいて起動します。

Note
1 つのトリガーでアクティブにできるクローラは 2 つだけです。複数のデータストアをクロール
する場合は、複数のクローラを同時に実行するのではなく、クローラごとに複数のソースを使用
します。
トリガーは作成されると複数の状態のいずれかになります。たとえば、CREATED、ACTIVATED、または
DEACTIVATED になります。ACTIVATING などの移行状態もあります。トリガーの起動を一時的に停止す
るために、トリガーを無効化できます。その後、再度有効化できます。
以下の 3 種類のトリガーがあります。
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予定
cron に基づく時間ベースのトリガー。
スケジュールに基づいて、一連のジョブまたはクローラのトリガーを作成できます。ジョブまたはク
ローラが実行される頻度、実行される曜日、実行される時間などの制約を指定できます。これらの制
約は cron に基づいています。トリガーにスケジュールを設定するときは、cron の機能と制限を考慮
してください。たとえば、毎月 31 日にクローラを実行することを選択した場合、いくつかの月には
31 日間はないことに注意してください。cron の詳細については、ジョブとクローラの時間ベースのス
ケジュール (p. 416) を参照してください。
条件付き
前のジョブまたはクローラや、複数のジョブまたはクローラが、条件のリストを満たしたときに起動
するトリガー。
条件付きトリガーを作成するときは、監視対象のジョブとクローラのリストを指定します。監視対象
のジョブまたはクローラごとに、監視するステータス (成功、失敗、タイムアウトなど) を指定しま
す。監視対象のジョブまたはクローラが指定されたステータスで終了すると、トリガーが起動しま
す。監視対象のイベントのいずれかまたはすべてが発生したときに起動するようにトリガーを設定で
きます。
たとえば、ジョブ J1 とジョブ J2 の両方が正常に完了したときにジョブ J3 を開始するトリガー T1 を
設定し、ジョブ J1 またはジョブ J2 のいずれかが失敗した場合にジョブ J4 を開始する別のトリガー
T2 を設定できます。
以下の表に、トリガーの監視対象のジョブとクローラの完了状態 (イベント) を示しています。
ジョブの完了状態

クローラの完了状態

• SUCCEEDED

• SUCCEEDED

• STOPPED
• FAILED

• FAILED
• CANCELLED

• TIMEOUT
オンデマンド
有効化されると起動するトリガー。オンデマンドトリガーが ACTIVATED または DEACTIVATED 状態
になることはありません。それらのトリガーは常に CREATED 状態のままです。
それらのトリガーは作成されるとすぐに起動可能な状態になるように、作成時に、スケジュールトリガー
と条件付きトリガーを有効化するフラグを設定できます。

Important
他のジョブまたはクローラの完了の結果として実行されるジョブまたはクローラは、依存関係に
あると言われます。依存関係にあるジョブまたはクローラは、完了したジョブまたはクローラが
トリガーによって開始された場合にのみ開始されます。依存関係チェーンのすべてのジョブまた
はクローラは、1 つのスケジュールまたはオンデマンドトリガーの子であることが必要です。
トリガーを使用してジョブパラメータを渡す
トリガーは、開始するジョブにパラメータを渡すことができます。パラメータとしては、ジョブ引数、タ
イムアウト値、セキュリティ設定などがあります。トリガーが複数のジョブを開始する場合、パラメータ
は各ジョブに渡されます。
以下に示しているのは、トリガーによって渡されるジョブ引数のルールです。
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• キーと値のペアのキーがデフォルトのジョブ引数と一致する場合、渡された引数はデフォルトの引数を
上書きします。キーがデフォルトの引数と一致しない場合、その引数は追加の引数としてジョブに渡さ
れます。
• キーと値のペアのキーが上書不可の引数と一致する場合、渡された引数は無視されます。
詳細については、AWS Glue API の「the section called “トリガー” (p. 919)」を参照してください。

トリガーの追加
トリガーは、AWS Glue コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または AWS Glue API を
使用して追加できます。

Note
現在、トリガーを使用するとき、AWS Glue コンソールはジョブのみをサポートし、クローラは
サポートしません。AWS CLI または AWS Glue API を使用すると、ジョブとクローラの両方でト
リガーを設定できます。

トリガーを追加するには (コンソール)
1.

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

2.

ナビゲーションペインの [ETL] で、[トリガー] を選択します。[トリガーを追加] を選択します。

3.

以下のプロパティを指定します。
名前
トリガーに一意の名前を付けます。
トリガータイプ
次のいずれかを指定します。
• [Schedule (スケジュール)]: トリガーは特定の頻度と時間で起動します。
• [ジョブイベント]: 条件付きトリガー。トリガーは、リスト内のいずれかまたはすべてのジョ
ブが、指定されたステータスと一致すると起動します。トリガーを起動するには、監視された
ジョブがトリガーによって開始されている必要があります。どのジョブを選択した場合でも、
監視できるジョブイベントは 1 つ (完了ステータス) のみです。
• [オンデマンド]: トリガーは、有効化されると起動します。

4.

トリガーウィザードを完了します。[Review] (確認) ページで [Schedule] (スケジュール) および [Job
events] (ジョブイベント) (条件付き) は、[Enable trigger on creation] (作成時にトリガーを有効化する)
を選択すると直ちにトリガーを有効化できます。

トリガーを追加するには (AWS CLI)
•

以下のようなコマンドを入力します。
aws glue create-trigger --name MyTrigger --type SCHEDULED --schedule
*)" --actions CrawlerName=MyCrawler --start-on-creation

"cron(0 12 * * ?

このコマンドは、MyTrigger という名前のスケジュールトリガーを作成します。このトリガーは、
毎日 UTC 午後 12 時に実行され、MyCrawler という名前のクローラを開始します。トリガーは有効
化された状態で作成されます。
詳細については、the section called “AWS Glue トリガー” (p. 413) を参照してください。
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ジョブとクローラの時間ベースのスケジュール
AWS Glue では、ジョブとクローラの時間ベースのスケジュールを定義できます。これらのスケジュール
の定義は、Unix と同様の cron 構文を使用します。協定世界時 (UTC) で時間を指定します。スケジュール
の最小精度は 5 分です。
スケジュールを使用して実行するようにジョブとクローラを設定する方法の詳細については、「トリガー
を使用したジョブとクローラの開始 (p. 413)」を参照してください。

Cron 式
Cron 式には 6 つの必須フィールドがあり、それらは空白で区切られます。
[Syntax] (構文)
cron(Minutes Hours Day-of-month Month Day-of-week Year)

フィールド

値

ワイルドカード

分

0～59

,-*/

時間

0～23

,-*/

日

1～31

,-*?/LW

月

1～12 または JAN～DEC

,-*/

曜日

1～7 または SUN～SAT

,-*?/L

年

1970～2199

,-*/

ワイルドカード
• [,] (カンマ) のワイルドカードには、追加の値が含まれます。Month フィールドの、JAN,FEB,MAR
は、1 月、2 月、3 月を含みます。
• [-] (ダッシュ) のワイルドカードは、範囲を指定します。Day フィールドの、「1–15」は、指定した月の
1 日から 15 日を含みます。
• [*] (アスタリスク) のワイルドカードには、フィールドのすべての値が含まれます。Hours フィールド
の、* にはすべての時間が含まれています。
• [/] (スラッシュ) のワイルドカードは、増分を指定します。Minutes フィールドで、「1/10」と入力し
て、その時間の最初の分から始めて、10 分毎を指定できます (11 分、21 分、31 分など)。
• [?] (疑問符) のワイルドカードは、任意を意味します。Day-of-month フィールドで 7 と入力し、7 日
が何曜日であってもかまわない場合、Day-of-week フィールドに ? を入力できます。
• Day-of-month フィールドまたは Day-of-week フィールドにある [L] のワイルドカードは、月または
週の最終日を指定します。
• Day-of-month フィールドの、ワイルドカード W は、平日を指定します。Day-of-month フィールド
で、3W は月の 3 番目の平日に最も近い日を指定します。

制限
• Cron 式の Day-of-month フィールドと Day-of-week フィールドを同時に指定することはできませ
ん。一方のフィールドに値を指定する場合、もう一方のフィールドで [?] (疑問符) を使用する必要があり
ます。
• 5 分より短い間隔を導き出す cron 式はサポートされていません。
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例
スケジュールを作成するときは、以下のサンプルの cron 文字列を使用できます。
分

時間

日

月

曜日

年

意味

0

10

*

*

?

*

毎日午前
10:00 (UTC)
に実行

15

12

*

*

?

*

毎日午後
12:15 (UTC)
に実行

0

18

?

*

MON-FRI

*

毎週月曜日
から金曜日
まで午後
6:00 (UTC)
に実行

0

8

1

*

?

*

毎月 1 日の
午前 8:00
(UTC) に実
行

0/15

*

*

*

?

*

15 分ごとに
実行

0/10

*

?

*

MON-FRI

*

月曜日から
金曜日まで
10 分ごとに
実行

0/5

8～17

?

*

MON-FRI

*

毎週月曜日
から金曜日
まで午前
8:00 から
午後 5:55
(UTC) の間
に 5 分ごと
に実行

たとえば、毎日 12:15 UTC のスケジュールで実行するには、次のように指定します。
cron(15 12 * * ? *)

トリガーの有効化と無効化
トリガーは、AWS Glue コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または AWS Glue API を
使用して有効化または無効化できます。

Note
現在、トリガーを使用するとき、AWS Glue コンソールはジョブのみをサポートし、クローラは
サポートしません。AWS CLI または AWS Glue API を使用すると、ジョブとクローラの両方でト
リガーを設定できます。
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トリガーを有効化または無効化するには (コンソール)
1.

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

2.

ナビゲーションペインの [ETL] で、[トリガー] を選択します。

3.

目的のトリガーの横にあるチェックボックスをオンにし、[Action (アクション)] メニューで [トリガー
の有効化] を選択して、トリガーを有効化します。または、[トリガーを無効化] を選択して、トリガー
を無効化します。

トリガーを有効化または無効化するには (AWS CLI)
•

以下のいずれかのコマンドを入力します。
aws glue start-trigger --name MyTrigger
aws glue stop-trigger --name MyTrigger

トリガーは、開始することで有効化され、停止することで無効化されます。オンデマンドトリガー
は、有効化されると、すぐに起動します。
詳細については、the section called “AWS Glue トリガー” (p. 413) を参照してください。

AWS Glue で設計図とワークフローを使用して複雑
な ETL アクティビティを実行する
組織が実行する複雑な抽出、変換、ロード (ETL) プロセスの中には、依存関係のある複数の AWS Glue
ジョブとクローラによる実装が最適なものがあります。AWS Glue ワークフローを使用すると、マルチ
ジョブ、マルチクローラの ETL プロセスを設計でき、このプロセスは単一のエンティティとして実行と追
跡が可能です。ワークフローを作成し、その中でジョブ、クローラ、トリガーを指定した後に、オンデマ
ンドまたはスケジュールにより、そのワークフローを実行できるようになります。
トピック
• AWS Glue のワークフローの概要 (p. 419)
• AWS Glue でワークフローを手動により作成および構築する (p. 421)
• Amazon EventBridge イベントによる AWS Glue ワークフローの開始 (p. 425)
• ワークフローを開始した EventBridge イベントの表示 (p. 430)
• AWS Glue でのワークフローの実行とモニタリング (p. 430)
• ワークフロー実行の停止 (p. 432)
• ワークフロー実行の修復と再開 (p. 433)
• AWS Glue でのワークフローの実行プロパティの取得と設定 (p. 437)
• AWS Glue APIを使用したワークフローのクエリ (p. 438)
• AWS Glue での設計図とワークフローの制限 (p. 441)
• AWS Glue での設計図エラーをトラブルシューティングする (p. 441)
• AWS Glue ブループリントでのペルソナおよびロール用のアクセス許可 (p. 445)
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AWS Glue のワークフローの概要
AWS Glue では、複数のクローラ、ジョブ、およびトリガーを伴う複雑な ETL (抽出、変換、ロード) アク
ティビティを作成して可視化できます。各ワークフローは、含まれるすべてのジョブならびにクローラー
の実行とモニタリングを管理します。ワークフローは、各コンポーネントについて、その実行の進捗状況
とステータスを記録します。これにより、タスク全体の概要と各ステップの詳細を把握できます。AWS
Glue コンソールは、ワークフローの状態をグラフで表示します。
ワークフローは、AWS Glue 設計図から作成することができます。あるいは、AWS Management Console
または AWS Glue API を使用しながら、ワークフローとコンポーネントを毎回手動で作成することも可能
です。設計図の詳細については、「the section called “設計図の概要” (p. 448)」を参照してください。
ワークフロー内のトリガーは、ジョブおよびクローラの両方を開始でき、同時に、ジョブもしくはクロー
ラの完了によって起動することができます。トリガーを使用することで、相互に依存するジョブとクロー
ラの大規模なチェーンを作成できます。ワークフロー内でジョブとクローラの依存関係を定義するトリ
ガーに加えて、各ワークフローには開始トリガーもあります。開始トリガーには、以下の 3 種類がありま
す。
• スケジュール – 定義したスケジュールに基づいて、ワークフローが開始されます。スケジュールは、日
次、週次、月次その他に設定することも、cron 式に基づきカスタムスケジュールを構成することも可
能です。
• オンデマンド – ワークフローは、AWS Glue コンソール、API、あるいは AWS CLI から手動で開始され
ます。
• EventBridge イベント – ワークフローは、単一の Amazon EventBridge イベントまたは、バッチ化され
た Amazon EventBridge イベントの発生時に開始されます。このトリガータイプでは、AWS Glue はイ
ベント駆動型アーキテクチャのイベントコンシューマとして機能します。すべての EventBridge イベン
トタイプがワークフローを開始できます。一般的なユースケースとしては、Amazon S3 バケット に新
しいオブジェクトが保存された(S3 の PutObject オペレーション) 場合が挙げられます。
イベントのバッチにより開始される場合、ワークフローは、指定された数のイベントを受信するか、指
定された時間が経過するまで待機します。EventBridge イベントトリガーを作成する際には、オプショ
ンでバッチ条件を指定できます。バッチ条件を指定する際には、バッチサイズ (イベント数) を指定する
必要があります。また、オプションでバッチウィンドウ (秒数) を指定することもできます。デフォルト
で、バッチウィンドウは最大長である 900 秒 (15 分) に設定されています。ワークフローは、最初に満
たされたバッチ条件によって開始されます。バッチウィンドウは、最初のイベントが受信された時点で
開始されます。トリガーの作成時にバッチ条件を指定しない場合、バッチサイズはデフォルトで 1 に設
定されます。
ワークフローが開始されると、バッチ条件はリセットされます。イベントトリガーは、ワークフローを
再度開始するために、後続のバッチ条件が満たされるかどうかの監視を開始します。
次の表は、バッチサイズとバッチウィンドウが連携して、ワークフローをトリガーする様子を示してい
ます。
バッチサイズ

バッチウィンドウ

10

10

1

トリガ条件の結果
ワークフローは、10 個の EventBridge イベントの受信と、
前のイベントから 15 分間の経過のうち、先に発生したいず
れかによりトリガーされます。(ウィンドウサイズを指定し
ない場合のデフォルト設定は 15 分です。)

2分

ワークフローは、10 個の EventBridge イベントの受信と、
前のイベントから 2 分間の経過のうち、先に発生したいず
れかによりトリガーされます。
ワークフローは、1 つ目のイベントの到着時にトリガーされ
ます。ウィンドウサイズの設定は無効です。EventBridge イ
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バッチサイズ

バッチウィンドウ

トリガ条件の結果
ベントトリガーの作成時にバッチ条件を指定しない場合、
バッチサイズはデフォルトで 1 に設定されます。

GetWorkflowRun API オペレーションは、ワークフローをトリガーしたバッチ条件を返します。
ワークフローの作成時は、ワークフローの開始方法に関係なく、ワークフローの同時実行の最大数を指定
できます。
イベントまたはイベントのバッチが実行を開始したワークフローが最終的に失敗した場合、対象のイベン
トまたはイベントのバッチは、以後ワークフロー実行のためには使用されなくなります。新しいワークフ
ローの実行は、次のイベントまたはイベントのバッチを受信した場合にのみ開始されます。

Important
ワークフロー内のジョブ、クローラ、トリガーの総数を、100 以下に制限します。100 を超える
値を含めると、ワークフローの実行を再開または停止しようとしたときにエラーが発生する場合
があります。
ワークフローに設定された同時実行の上限数を超過している場合は、仮にイベント条件が満たされていて
も、ワークフローの実行は開始されません。ワークフローの同時実行の制限は、想定されるイベントボ
リュームに基づいて調整することをお勧めします。AWS Glue は、同時実行の制限を超えたために失敗し
たワークフローの実行を再試行しません。同様に、想定されるイベント量に基づいて、ワークフロー内の
ジョブとクローラの同時実行の制限を調整することをお勧めします。
ワークフロー実行のプロパティ
ワークフローの実行全体の状態を共有して管理するには、ワークフローのデフォルトの実行プロパティ
を定義できます。これらのプロパティ (名前と値のペア) は、ワークフローのすべてのジョブで使用でき
ます。AWS Glue API を使用すると、ジョブはワークフローの実行プロパティを取得し、これらのプロパ
ティを変更してワークフローの以降のジョブで使用できます。
ワークフローのグラフ
次の図に、AWS Glue コンソールが表示する、ワークフローの基本的なグラフを示します。ワークフロー
には、いくつものコンポーネントが含まれている場合があります。
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このワークフローは、スケジュールトリガー Month-close1 により開始されます。このトリガーは、2 つ
のジョブ (De-duplicate および Fix phone numbers) を開始します。これら 2 つのジョブが正常に完
了すると、イベントトリガー Fix/De-dupe succeeded によってクローラ Update schema が開始され
ます。
ワークフローの静的ビューと動的ビュー
各ワークフローには、静的ビューと動的ビューの表記があります。静的ビューは、ワークフローの設計を
示します。動的ビューは、各ジョブや各クローラに関する最新の実行情報を含むランタイムビューです。
実行情報には、成功ステータスとエラーの詳細が含まれます。
ワークフローの実行中は、その動的ビューがコンソールに表示されます。また、完了済みのジョブと未実
行のジョブがグラフで示されます。実行中のワークフローの動的ビューは、AWS Glue API を使用して取
得することもできます。(詳細については、AWS Glue APIを使用したワークフローのクエリ (p. 438) を
参照してください)。

以下も参照してください。
• the section called “設計図からのワークフローの作成” (p. 472)
• the section called “ワークフローの手動による作成と構築” (p. 421)
• ワークフロー (p. 974) (ワークフロー API 用)

AWS Glue でワークフローを手動により作成および構
築する
AWS Glue コンソールにより、ワークフローのノードを一度に 1 つずつ手動で作成し構築できます。
ワークフローは、ジョブ、クローラ、トリガーで構成されます。ワークフローの手動作成を開始する前
に、ワークフローに含めるジョブとクローラを作成します。ワークフローのクローラは、オンデマンド
で実行するように指定するのが最適です。トリガーは、ワークフローの構築中に新規作成できます。また
は、既存のトリガーをワークフロー内に 複製することもできます。トリガーをクローンすると、トリガー

421

AWS Glue デベロッパーガイド
ワークフローの手動による作成と構築

に関連付けられたすべてのカタログオブジェクト (トリガーを起動するジョブまたはクローラ、トリガー
により開始されるジョブまたはクローラ) がワークフローに追加されます。

Important
ワークフロー内のジョブ、クローラ、トリガーの総数を 100 以下に制限します。100 を超える値
を含めると、ワークフローの実行を再開または停止しようとしたときにエラーが発生することが
あります。
ワークフローを構築するには、ワークフローのグラフにトリガーを追加し、トリガーごとに監視対象のイ
ベントやアクションを定義します。まず、開始トリガーとしてオンデマンドトリガーまたはスケジュール
トリガーを追加し、次にイベント (条件付き) トリガーを追加してグラフを完成します。

ステップ 1: ワークフローを作成する
1.

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

2.

ナビゲーションペインの [ETL] で、[ワークフロー] を選択します。

3.

[ワークフロー] を選択し、[Add a new ETL workflow (新しい ETL ワークフローの追加)] フォームに入
力します。
オプションとして追加したデフォルトの実行プロパティは、ワークフローのすべてのジョブに対する
引数として使用できます。詳細については、AWS Glue でのワークフローの実行プロパティの取得と
設定 (p. 437) を参照してください。

4.

[Add workflow (ワークフローの追加)] を選択します。
新しいワークフローが [ワークフロー] ページのリストに表示されます。

ステップ 2: 開始トリガーを追加する
1.

[ワークフロー] ページで、新しいワークフローを選択します。次に、ページの下部で [Graph] (グラフ)
タブが選択されていることを確認します。

2.

[トリガーを追加] を選択し、[トリガーを追加] ダイアログボックスで、次のいずれかの操作を行いま
す。
• [Clone existing (既存の複製)] を選択し、複製するトリガーを選択します。その後、[Add] (追加) を選
択します。
トリガーがグラフに表示されます。トリガーで監視するジョブやクローラおよびトリガーで開始す
るジョブやクローラも表示されます。
トリガーを間違えて選択した場合は、そのトリガーをグラフで選択し、[削除] を選択します。
• [Add new (新規追加)] を選択し、[トリガーを追加] フォームに入力します。
1. [Trigger type] (トリガータイプ) で、[Schedule] (スケジュール)、[On demand] (オンデマンド)、
または [EventBridge event] (EventBridge イベント) のいずれかを選択します。
トリガータイプを [Schedule] (スケジュール) にした場合、[Frequency] (頻度) オプションの中か
ら 1 つを選択します。cron 式を入力するには、[Custom] (カスタム) をクリックします。
トリガータイプに [EventBridge event] (EventBridge イベント) を選択した場合は、[Number of
events] (イベント数) (バッチサイズ) を入力し、オプションで [Time delay] (遅延時間) (バッチ
ウィンドウ) を入力します。[Time delay] (遅延時間) を省略した場合、デフォルトでバッチウィ
ンドウには 15 分が指定されます。詳細については、AWS Glue のワークフローの概要 (p. 419)
を参照してください。
2. [Add] (追加) を選択します。
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トリガーがグラフ上に表示されます。プレースホルダーノード ([Add node (ノードの追加)] という
ラベルが付いたノード) も一緒に表示されます。以下の例では、開始トリガーは Month-close1 と
いう名前のスケジュールされたトリガーです。
この段階では、トリガーは保存されていません。

3.

新しいトリガーを追加した場合は、以下のステップを実行します。
a.

次のいずれかを実行します。
• プレースホルダーノード ([Add node (ノードの追加]) を選択します。
• 開始トリガーが選択されていることを確認し、 [アクション] メニューの [Add jobs/crawlers to
trigger (トリガーにジョブ/クローラを追加)] を選択します。

b.

Add job(s) and crawler(s) to trigger (トリガーにジョブおよびクローラを追加)] ダイアログボック
スで、1 つ以上のジョブまたはクローラを選択し、 [追加] を選択します。
トリガーが保存されます。選択したジョブまたはクローラが、トリガーからのコネクタと共にグ
ラフに表示されます。
ジョブやクローラを間違って追加した場合は、トリガーまたはコネクタを選択して、[削除] を選
択できます。

ステップ 3: さらにトリガーを追加する
[Event] (イベント) タイプのトリガーをさらに追加して、ワークフローの構築を続けます。グラフのキャン
バスを拡大または縮小するには、グラフの右側にあるアイコンを使用します。追加するトリガーごとに、
以下の手順を実行します。

Note
ワークフローの保存のために、行うべきアクションはありません。最後のトリガーを追加し、そ
のトリガーにアクションを割り当てると、ワークフローが完了し保存されます。後の任意のタイ
ミングでこの作業に戻り、さらにノードを追加することができます。
1.

次のいずれかを実行します。
• 既存のトリガーを複製するには、グラフで選択されているノードがないことを確認し、 [アクショ
ン] メニューの [トリガーを追加] を選択します。
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• グラフ上の特定のジョブまたはクローラを監視する新しいトリガーを追加するには、そのジョブま
たはクローラのノードを選択し、[トリガーを追加] プレースホルダーノードを選択します。
後のステップで、このトリガーで監視するジョブやクローラをさらに追加できます。
2.

[トリガーを追加] ダイアログボックスで、次のいずれかの操作を行います。
• [Add new (新規追加)] を選択し、[トリガーを追加] フォームに入力します。その後、[Add] (追加) を
選択します。
トリガーがグラフに表示されます。後のステップでトリガーを完了します。
• [Clone existing (既存の複製)] を選択し、複製するトリガーを選択します。その後、[Add] (追加) を選
択します。
トリガーがグラフに表示されます。トリガーで監視するジョブやクローラおよびトリガーで開始す
るジョブやクローラも表示されます。
トリガーを間違って選択した場合は、そのトリガーをグラフで選択し、[削除] を選択します。

3.

新しいトリガーを追加した場合は、以下のステップを実行します。
a.

新しいトリガーを選択します。
次のように、トリガー De-dupe/fix succeeded が選択された状態のグラフが表示され、プ
レースホルダーノードが (1) イベント用、ならびに (2) アクション用として表示されます。

b.

(トリガーでイベントを既に監視しており、監視対象のジョブやクローラをを追加する場合のオ
プション) 監視対象イベントのプレースホルダーノードを選択し、[Add job(s) and crawler(s) to
watch (監視するジョブやクローラの追加)] ダイアログボックスで 1 つ以上のジョブまたはクロー
ラを選択します。監視対象のイベント (成功、失敗など) を選択して、 [追加] を選択します。

c.

トリガーが選択されていることを確認し、アクション用のプレースホルダーノードを選択しま
す。

d.

[Add job(s) and crawler(s) to watch (監視対象のジョブやクローラの追加)] ダイアログボックスで
1 つ以上のジョブまたはクローラを選択し、[追加] を選択します。
選択したジョブやクローラがグラフに表示されます。トリガーからのコネクタも表示されます。

Express ワークフローと サービス統合の詳細については、以下を参照してください。
• AWS Glue のワークフローの概要 (p. 419)
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• AWS Glue でのワークフローの実行とモニタリング (p. 430)
• AWS Glue で設計図からワークフローを作成する (p. 472)

Amazon EventBridge イベントによる AWS Glue ワー
クフローの開始
Amazon EventBridge (別名 CloudWatch Events) を使用すると、AWS サービスを自動化して、アプリケー
ションの可用性の問題やリソースの変更などのシステム的なイベントに自動的に対応できます。AWS の
サービスからのイベントは、ほぼリアルタイムに EventBridge に提供されます。簡単なルールを記述し
て、注目するイベントと、イベントがルールに一致した場合に自動的に実行するアクションを指定できま
す。
EventBridge の機能を使用することで、AWS Glue は、イベント駆動型アーキテクチャにおけるイベン
トのプロデューサおよびコンシューマとして動作します。ワークフローに対して AWS Glue では、コン
シューマーとして、あらゆるタイプの EventBridge イベントをサポートしています。このための最も一般
的なユースケースとしては、Amazon S3 バケットが新しいオブジェクトを受け取る場合が挙げられます。
データが、不規則または定義されていない間隔で到着した際には、可能なかぎり素早くそれを処理できま
す。

Note
AWS Glue は、EventBridge メッセージの配信を保証していません。EventBridge により重複し
たメッセージが配信された場合にも、AWS Glue は、重複の排除を行いません。対応すべき処理
は、ユースケースに基づいて管理する必要があります。
不要なイベントが送信されないように、EventBridge ルール適切に設定します。
開始する前に
Amazon S3 データイベントを使用してワークフローを開始する場合は、対象の S3 バケットのイベントが
AWS CloudTrail および EventBridge にログ記録されたことを確認します。そのためには、CloudTrail の証
跡を作成する必要があります。詳細については、「Creating a trail for your AWS account」を参照してくだ
さい。

EventBridge イベントを使用してワークフローを開始するには
Note
以下のコマンドで、下記のような置き換えを行います。
• <workflow-name> には、ワークフローに割り当てる名前。
• <trigger-name> には、トリガーに割り当てる名前。
• <bucket-name> には、Amazon S3 バケットの名前。
• <account-id> には、有効な AWS アカウント ID。
• <region> には、リージョン名 (例: us-east-1)
• <rule-name> には、EventBridge ルールに割り当てる名前。
1.

EventBridge ルールとターゲットを作成および表示するための、AWS Identity and Access
Management (IAM) アクセス許可があることを確認します。以下は、アタッチできるサンプルのポリ
シーです。オペレーションとリソースを制限するために、このポリシーの範囲を狭めたい場合もあり
ます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
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}

2.

]

AWS Glue にイベントが渡される際に、EventBridge サービスが引き受けることができる IAM ロール
を作成します。
a.

IAM コンソールの [Create role] (ロールの作成) ページで、[AWS Service] を選択します。次に、
[CloudWatch Events] (CloudWatch イベント) サービスを選択します。

b.

[Create role] (ロールの作成) ウィザードを完了します。ポリシー
CloudWatchEventsBuiltInTargetExecutionAccess および
CloudWatchEventsInvocationAccess が、ウィザードにより自動的にアタッチされます。

c.

次のインラインポリシーをロールにアタッチします。このポリシーにより、EventBridge サービ
スはイベントを AWS Glue に送れるようになります。
{

}

3.

}

"Action": [
"events:PutRule",
"events:DisableRule",
"events:DeleteRule",
"events:PutTargets",
"events:RemoveTargets",
"events:EnableRule",
"events:List*",
"events:Describe*"
],
"Resource": "*"

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:notifyEvent"
],
"Resource": [
"arn:aws:glue:<region>:<account-id>:workflow/<workflow-name>"
]
}
]

次のコマンドを入力して、ワークフローを作成します。
この他のオプションのコマンドラインパラメータについては、AWS CLI コマンドリファレンスの
「create-workflow」を参照してください。
aws glue create-workflow --name <workflow-name>

4.

次のコマンドを入力して、ワークフローのための EventBridge イベントトリガーを作成します。これ
がワークフローの開始トリガーになります。<actions>は、実行するアクション (開始するジョブと
クローラ) に置き換えます。
引数 actions の記述方法については、AWS CLIコマンドリファレンスの「create-trigger」を参照し
てください。
aws glue create-trigger --workflow-name <workflow-name> --type EVENT --name <triggername> --actions <actions>

単一の EventBridge イベントではなく、バッチされたイベントによってワークフローをトリガーする
場合は、代わりに次のコマンドを入力します。
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aws glue create-trigger --workflow-name <workflow-name> --type EVENT --name <triggername> --event-batching-condition BatchSize=<number-of-events>,BatchWindow=<seconds> -actions <actions>

event-batching-condition 引数の BatchSize は必須であり、BatchWindow はオプションで
す。BatchWindow が省略された場合、ウィンドウはデフォルトで (最大ウィンドウサイズの) 900 秒
に設定されます。

Example
次の例では、3 つの EventBridge イベントを受信した後、または最初のイベントが到着してから 5 分
経過後の、いずれか早いタイミングで eventtest ワークフロー開始するトリガーを作成していま
す。
aws glue create-trigger --workflow-name eventtest --type EVENT --name objectArrival -event-batching-condition BatchSize=3,BatchWindow=300 --actions JobName=test1

5.

Amazon EventBridge でルールを作成します。
a.

任意のテキストエディタで JSON オブジェクトを作成し、ルールの詳細を記述します。
次の例では、イベントソースとして Amazon S3 を、イベント名として PutObject を、リクエ
ストパラメータとしてバケット名を、それぞれ指定しています。このルールは、新しいオブジェ
クトがバケットで受信された場合にワークフローを開始します。
{

}

"source": [
"aws.s3"
],
"detail-type": [
"AWS API Call via CloudTrail"
],
"detail": {
"eventSource": [
"s3.amazonaws.com"
],
"eventName": [
"PutObject"
],
"requestParameters": {
"bucketName": [
"<bucket-name>"
]
}
}

新しいオブジェクトがバケット内のフォルダに到着した際にワークフローを開始させるには、次
のコードを requestParameters に置き換えます。
"requestParameters": {
"bucketName": [
"<bucket-name>"
]
"key" : { "prefix" : "<folder1>/<folder2>/*"}}
}

b.

任意のツールを使用して、ルールを記述した JSON オブジェクトの文字列をエスケープします。
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{\n \"source\": [\n
\"aws.s3\"\n ],\n \"detail-type\": [\n
\"AWS API
Call via CloudTrail\"\n ],\n \"detail\": {\n
\"eventSource\": [\n
\"s3.amazonaws.com\"\n
],\n
\"eventName\": [\n
\"PutObject\"\n
],\n
\"requestParameters\": {\n
\"bucketName\": [\n
\"<bucket-name>\"\n
]\n
}\n }\n}

c.

次のコマンドを実行して、JSON パラメータテンプレートを作成します。このテンプレートを編
集して、後続の put-rule コマンドの入力パラメータを指定します。出力をファイルに保存しま
す。この例では、ruleCommand というファイルに保存しています。
aws events put-rule --name <rule-name> --generate-cli-skeleton >ruleCommand

--generate-cli-skeleton パラメータの詳細については、AWS Command Line Interface
ユーザーガイドの「Generating AWS CLI skeleton and input parameters from a JSON or YAML
input file」を参照してください。
出力ファイルは以下のようになります。
{

}

d.

"Name": "",
"ScheduleExpression": "",
"EventPattern": "",
"State": "ENABLED",
"Description": "",
"RoleArn": "",
"Tags": [
{
"Key": "",
"Value": ""
}
],
"EventBusName": ""

このファイルを編集して、少なくとも Name、EventPattern、および State パラメータを指定
しながら、必要に応じて他のパラメータを削除します。EventPattern パラメータでは、前のス
テップで作成したルール詳細のために、エスケープされた文字列を指定します。
{

"Name": "<rule-name>",
"EventPattern": "{\n \"source\": [\n
\"aws.s3\"\n ],\n \"detail-type\":
[\n
\"AWS API Call via CloudTrail\"\n ],\n \"detail\": {\n
\"eventSource
\": [\n
\"s3.amazonaws.com\"\n
],\n
\"eventName\": [\n
\"PutObject
\"\n
],\n
\"requestParameters\": {\n
\"bucketName\": [\n
\"<bucket-name>\"\n
]\n
}\n }\n}",
"State": "DISABLED",
"Description": "Start an AWS Glue workflow upon new file arrival in an Amazon
S3 bucket"
}

Note
ワークフローの構築が完了するまで、ルールを無効にしたままにしておくことをお勧め
します。
e.

次の put-rule コマンドを入力し、ファイル ruleCommand から入力パラメータを読み取りま
す。
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aws events put-rule --name <rule-name> --cli-input-json file://ruleCommand

次の出力は、正しく処理されたことを示しています。
{
}

6.

"RuleArn": "<rule-arn>"

次のコマンドを入力して、ターゲットにルールをアタッチします。ターゲットは、AWS Glue のワー
クフローです。<role-name>は、この手順の最初に作成したロールに置き換えます。
aws events put-targets --rule <rule-name> --targets
"Id"="1","Arn"="arn:aws:glue:<region>:<account-id>:workflow/<workflowname>","RoleArn"="arn:aws:iam::<account-id>:role/<role-name>" --region <region>

次の出力は、正しく処理されたことを示しています。
{
}

7.

"FailedEntryCount": 0,
"FailedEntries": []

次のコマンドを入力して、ルールとターゲットの接続が正常に行われたことを確認します。
aws events list-rule-names-by-target --target-arn arn:aws:glue:<region>:<accountid>:workflow/<workflow-name>

接続に成功した場合は次のような出力になります。<rule-name> は作成したルールの名前です。
{

}

"RuleNames": [
"<rule-name>"
]

8.

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

9.

ワークフローを選択し、ワークフローグラフで、開始トリガーとそのアクション (ワークフローが開
始するジョブまたはクローラ) の表示を確認します。その後、ステップ 3: さらにトリガーを追加す
る (p. 423) の手順に進みます。または、AWS Glue API か AWS Command Line Interface を使用し
て、ワークフローに他のコンポーネントを追加します。

10. ワークフローの指定を完了したら、ルールを有効にします。
aws events enable-rule --name <rule-name>

これで、EventBridge イベントまたはイベントのバッチによって、ワークフローを開始する準備が整
いました。

以下も参照してください。
• Amazon EventBridge ユーザーガイド
• AWS Glue のワークフローの概要 (p. 419)
• AWS Glue でワークフローを手動により作成および構築する (p. 421)

429

AWS Glue デベロッパーガイド
ワークフローを開始した EventBridge イベントの表示

ワークフローを開始した EventBridge イベントの表示
ワークフローを開始した Amazon EventBridge イベントのイベント ID を表示できます。ワークフローが
バッチされたイベントによって開始された場合は、そのバッチ内のすべてのイベントの、イベント ID を表
示することが可能です。
バッチサイズが 1 より大きいワークフローでは、どのバッチ条件 (バッチサイズでのイベントの到着
数、またはバッチウィンドウの有効期限) によってワークフローが開始されたかを確認することもできま
す。。

ワークフローを開始した EventBridge イベントを表示するには (コンソール)
1.

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

2.

ナビゲーションペインで、[Workflows] (ワークフロー) をクリックします。

3.

ワークフローを選択します。下部で [History] (履歴) タブを選択します。

4.

ワークフロー実行を選択し、[View run details] (実行の詳細を表示する) をクリックします。

5.

実行の詳細ページにある [Run properties] (実行プロパティ) フィールドで、[aws:eventIds] キーを検索
します。
このキーの値は、EventBridge イベント ID のリストです。

ワークフローを開始した EventBridge イベントを表示するには (AWS API)
•

Python スクリプトに次のコードを含めます。
workflow_params =
glue_client.get_workflow_run_properties(Name=workflow_name,RunId=workflow_run_id)
batched_events = workflow_params['aws:eventIds']

batched_events は、それぞれがイベント ID である文字列のリストです。

以下も参照してください。
• Amazon EventBridge ユーザーガイド
• the section called “ワークフローの概要” (p. 419)

AWS Glue でのワークフローの実行とモニタリング
ワークフローの開始トリガーがオンデマンドトリガーである場合は、AWS Glue コンソールからワークフ
ローを開始できます。ワークフローの実行とモニタリングを行うには、以下の手順を完了します。ワー
クフローが失敗した場合は、実行グラフを表示し、どのノードで失敗したのかを判断します。ワークフ
ローが設計図から作成された場合は、その設計図の実行を表示して、ワークフローの作成に使用された設
計図パラメータ値を確認することで、トラブルシューティングの助けになります。(詳細については、the
section called “設計図の実行の表示” (p. 473) を参照してください)。
ワークフローを実行およびモニタリングするには、AWS Glue コンソール、API、あるいは AWS
Command Line Interface (AWS CLI) を使用します

ワークフローを実行およびモニタリングするには (コンソール)
1.

https://console.aws.amazon.com/glue/ で AWS Glue コンソール を開きます。

2.

ナビゲーションペインの [ETL] で、[ワークフロー] を選択します。
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3.

ワークフローを選択します。[アクション] メニューの [実行] を選択します。

4.

ワークフローのリストで、[Last run status] (最終実行ステータス) 列を確認します。進行中のワークフ
ローのステータスを表示するには、[Refresh] (更新) ボタンをクリックします。

5.

ワークフローの実行中、もしくはワークフローが完了 (または失敗) した後、以下の手順を実行して実
行の詳細を表示します。
a.

ワークフローが選択されていることを確認し、[History] (履歴) タブを選択します。

b.

現在の、または最も新しいワークフロー実行を選択し、[View run details] (実行の詳細を表示する)
をクリックします。
ワークフローの実行グラフが、現在の実行ステータスを表示します。

c.

グラフ内の任意のノードを選択して、ノードの詳細とステータスを表示します。

ワークフローを実行およびモニタリングするには (AWS CLI)
1.

次の コマンドを入力します。<workflow-name> は、実行するワークフローに置き換えます。
aws glue start-workflow-run --name <workflow-name>

ワークフローが正常に開始されると、コマンドから実行 ID が返されます。
2.

get-workflow-run コマンドを実行して、ワークフロー実行の状態を表示します。ワークフロー名
と実行 ID を指定します。
aws glue get-workflow-run --name myWorkflow --run-id
wr_d2af14217e8eae775ba7b1fc6fc7a42c795aed3cbcd8763f9415452e2dbc8705

以下に、このコマンドの出力例を示します。
{

"Run": {
"Name": "myWorkflow",
"WorkflowRunId":
"wr_d2af14217e8eae775ba7b1fc6fc7a42c795aed3cbcd8763f9415452e2dbc8705",
"WorkflowRunProperties": {
"run_state": "COMPLETED",
"unique_id": "fee63f30-c512-4742-a9b1-7c8183bdaae2"
},
"StartedOn": 1578556843.049,
"CompletedOn": 1578558649.928,
"Status": "COMPLETED",
"Statistics": {
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}

}

}

"TotalActions": 11,
"TimeoutActions": 0,
"FailedActions": 0,
"StoppedActions": 0,
"SucceededActions": 9,
"RunningActions": 0,
"ErroredActions": 0

以下も参照してください。
• the section called “ワークフローの概要” (p. 419)
• the section called “設計図の概要” (p. 448)

ワークフロー実行の停止
ワークフロー実行を停止するには、AWS Glue コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、ま
たは AWS Glue API を使用できます。ワークフロー実行を停止すると、すべての実行中のジョブとクロー
ラーは即座に終了され、まだ開始されていないジョブとクローラーは開始されることがありません。すべ
ての実行中のジョブとクローラーが停止するまでに最大 1 分かかる場合があります。ワークフロー実行の
ステータスは [実行中] から [停止中] に変わり、ワークフロー実行が完全に停止すると、ステータスは [停
止済み] になります。
ワークフロー実行の停止後に実行グラフを表示し、完了したジョブとクローラー、および開始しなかった
ジョブとクローラーを確認できます。これにより、データの整合性を確保するためのステップを実行する
必要があるかどうかを判断できます。ワークフロー実行を停止すると、自動ロールバックオペレーション
は実行されません。

ワークフロー実行を停止するには (コンソール)
1.

https://console.aws.amazon.com/glue/ で AWS Glue コンソール を開きます。

2.

ナビゲーションペインの [ETL] で、[ワークフロー] を選択します。

3.

実行中のワークフローを選択し、[履歴] タブを選択します。

4.

ワークフロー実行を選択し、[実行の停止] を選択します。
実行ステータスが [停止中] に変わります。

5.

(オプション) ワークフロー実行を選択し、[実行の詳細を表示する] を選択して、実行グラフを確認し
ます。

ワークフロー実行を停止するには (AWS CLI)
•

次の コマンドを入力します。<workflow-name> はワークフローの名前に置き換え、<run-id> は
停止するワークフロー実行の実行 ID に置き換えます。
aws glue stop-workflow-run --name <workflow-name> --run-id <run-id>

次に stop-workflow-run コマンドの例を示します。
aws glue stop-workflow-run --name my-workflow --run-id
wr_137b88917411d128081069901e4a80595d97f719282094b7f271d09576770354
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ワークフロー実行の修復と再開
ワークフロー内の 1 つ以上のノード (ジョブまたはクローラ) が正常に完了しない場合、ワークフローは部
分的にしか実行されなかったことを意味します。この根本原因を見つけて修正した上で、ワークフローの
実行を再開するノードを 1 つ以上選択し、対象のワークフローを再開します。選択したノードと、それら
のノードの下流にあるすべてのノードが実行されます。
トピック
• ワークフロー実行の再開の仕組み (p. 433)
• ワークフロー実行を再開する (p. 434)
• ワークフロー実行の再開に関する注意と制限事項 (p. 437)

ワークフロー実行の再開の仕組み
次の図にある、ワークフロー W1 について考えてみます。

ワークフロー実行は以下のように進行します。
1. トリガー T1 が、ジョブ J1 を開始します。
2. J1 が正常に完了すると、T2 と T3 がトリガーされ、それぞれジョブ J2 と J3 が実行されます。
3. ジョブ J2 と J3 が失敗します。
4. トリガー T4 と T5 は、J2 と J3 の正常な完了に依存するため、これらのトリガーは起動せずジョブ J4
と J5 も実行されません。ワークフロー W1 は部分的にのみ実行されます。
ここで、J2 と J3 の失敗の原因となった問題が修正されたとします。ワークフローの実行を再開する開始
点として、J2 および J3 が選択されます。

ワークフローの実行は以下のように再開されます。
1. ジョブ J2 および J3 が正常に実行されます。
2. T4 と T5 がトリガーされます。
3. ジョブ J4 および J5 が正常に実行されます。
実行が再開されたワークフローは、新しい実行 ID を持つ別のワークフローとして追跡されます。ワークフ
ロー履歴を表示することで、以前に行われたすべてのワークフロー実行の実行 ID を表示できます。次のス
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クリーンショットの例では、実行 ID wr_c7a22... (2 行目) を持つワークフローには、完了できなかった
ノードがあります。ユーザーが問題を解決し、ワークフローの実行を再開しました。その結果が、実行 ID
wr_a07e55... (1 行目) として示されています。

Note
この説明の残りの部分では、「再開されたワークフロー実行」という表現は、以前のワークフ
ロー実行が再開された際に作成されたワークフロー実行のことを指します。「元のワークフロー
実行」とは、部分的にしか実行されず、再開する必要があったワークフロー実行を指します。
再開されたワークフロー実行のグラフ
再開されたワークフロー実行では、ノードのサブセットのみが実行されますが、実行のグラフは完全な形
で表示されます。つまり、再開されたワークフローで実行されなかったノードは、元のワークフロー実行
の実行グラフからコピーされています。元のワークフロー実行で実行され、グラフにコピーされたジョブ
およびクローラーのノードには、実行の詳細が含まれます。
前の図のワークフロー W1 について、もう一度考えてみます。ワークフロー実行が J2 および J3 から再開
されると、再開されたワークフロー実行の実行グラフには、すべてのジョブ (J1 ～ J5)、およびすべての
トリガー (T1 ～ T5) が表示されます。J1 の実行に関する詳細が、元のワークフロー実行からコピーされま
す。
ワークフロー実行のスナップショット
ワークフローの実行が開始されると、AWS Glue は、その時点でのワークフロー設計グラフのスナップ
ショットを作成します。スナップショットの使用期間は、ワークフローの実行中です。実行の開始後にト
リガーを変更した場合、その変更は、実行中のワークフローには影響しません。スナップショットを使用
すると、ワークフローの実行を一貫した方法で行うことができます。
スナップショットでは、トリガーのみが不変になります。ワークフローの実行中に下流のジョブとクロー
ラに加えた変更は、その時点の実行に対しても有効になります。

ワークフロー実行を再開する
ワークフローの実行を再開するには、以下の手順に従います。ワークフロー実行は、AWS Glue コンソー
ル、API、または AWS Command Line Interface (AWS CLI) により再開させることができます。

ワークフロー実行を再開するには (コンソール)
1.

https://console.aws.amazon.com/glue/ で AWS Glue コンソール を開きます。
ワークフローを表示し、その実行を再開するためのアクセス許可を持つユーザーとして、サインイン
します。

Note
ワークフローの実行を再開するには、glue:ResumeWorkflowRun AWS Identity and Access
Management(IAM) のアクセス許可が必要です。
2.

ナビゲーションペインで、[Workflows] (ワークフロー) をクリックします。
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3.

ワークフローを選択し、[History] (履歴) タブを選択します。

4.

部分的にしか実行されていないワークフロー実行を選択し、[View run details] (実行の詳細を表示する)
をクリックします。

5.

実行グラフで、再起動しワークフロー実行の再開ポイントとする、最初の (または唯一の) ノードを選
択します。

6.

グラフの右側にある詳細ペインで、[Resume] (再開) チェックボックスをオンにします。

ノードの色が変わり、右上に小さな [Resume] (再開) アイコンが表示されます。

7.

再起動する追加のノードについて、前述の 2 つのステップを完了します。

8.

[Resume run] (実行を再開) をクリックします。

ワークフロー実行を再開するには (AWS CLI)
1.

glue:ResumeWorkflowRun IAM アクセス許可が付与されていることを確認します。

2.

再起動するノードのノード ID を取得します。
a.

元のワークフロー実行のために、get-workflow-run コマンドを実行します。ワークフロー名
と実行 ID を指定し、次の例に示すように、--include-graph オプションを追加します。コン
ソールの [History] (履歴) タブから実行 ID を取得します。もしくは get-workflow コマンドを実
行し取得します。
aws glue get-workflow-run --name cloudtrailtest1 --run-id
wr_a07e55f2087afdd415a404403f644a4265278f68b13ba3da08c71924ebe3c3a8 --includegraph
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このコマンドは、グラフのノードとエッジを大きな JSON オブジェクトとして返します。
b.

ノードオブジェクトの Type および Name プロパティごとに、対象としているノードを見つけま
す。
次に、出力されるノードオブジェクトの例を示します。
{

"Type": "JOB",
"Name": "test1_post_failure_4592978",
"UniqueId":
"wnode_d1b2563c503078b153142ee76ce545fe5ceef66e053628a786ddd74a05da86fd",
"JobDetails": {
"JobRuns": [
{
"Id":
"jr_690b9f7fc5cb399204bc542c6c956f39934496a5d665a42de891e5b01f59e613",
"Attempt": 0,
"TriggerName": "test1_aggregate_failure_649b2432",
"JobName": "test1_post_failure_4592978",
"StartedOn": 1595358275.375,
"LastModifiedOn": 1595358298.785,
"CompletedOn": 1595358298.785,
"JobRunState": "FAILED",
"PredecessorRuns": [],
"AllocatedCapacity": 0,
"ExecutionTime": 16,
"Timeout": 2880,
"MaxCapacity": 0.0625,
"LogGroupName": "/aws-glue/python-jobs"
}
]
}

}

c.
3.

ノードオブジェクトの UniqueId プロパティから、ノード ID を取得します。

resume-workflow-run コマンドを実行します。次の例に示すように、ワークフロー名、実行 ID、
およびノード ID のスペース区切りのリストを指定します。
aws glue resume-workflow-run --name cloudtrailtest1 --run-id
wr_a07e55f2087afdd415a404403f644a4265278f68b13ba3da08c71924ebe3c3a8 --nodeids wnode_ca1f63e918fb855e063aed2f42ec5762ccf71b80082ae2eb5daeb8052442f2f3
wnode_d1b2563c503078b153142ee76ce545fe5ceef66e053628a786ddd74a05da86fd

このコマンドは、再開された (新しい) ワークフローの実行の ID と、開始されるノードのリストを出
力します。
{

}

"RunId": "wr_2ada0d3209a262fc1156e4291134b3bd643491bcfb0ceead30bd3e4efac24de9",
"NodeIds": [
"wnode_ca1f63e918fb855e063aed2f42ec5762ccf71b80082ae2eb5daeb8052442f2f3"
]

この例での resume-workflow-run コマンドでは再起動するノード 2 つをリストしていますが、出
力例では 1 つのノードのみが再起動されると表示していることに注意してください。これは、1 つの
ノードが他のノードの下流にあり、いずれにせよ、この下流のノードはワークフローの通常のフロー
によって再開されるためです。
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ワークフロー実行の再開に関する注意と制限事項
ワークフロー実行を再開する場合には、次の注意事項と制限事項に留意してください。
• 実行を再開できるのは、COMPLETED 状態のワークフローのみです。

Note
ワークフロー実行の中で 1 つ以上のノードが未完了の場合でも、ワークフロー実行の状態は
COMPLETED となります。実行グラフをチェックして、正常に完了しなかったノードを見つける
必要があります。
• 元のワークフロー実行により実行が試みられた任意のジョブまたはクローラのノードから、ワークフ
ロー実行を再開することができます。トリガーノードからは、ワークフロー実行を再開することはでき
ません。
• ノードを再起動しても、その状態はリセットされません。処理が部分的に完了しているデータのロール
バックは行われません。
• 同じワークフロー実行を、複数回再開することが可能です。再開されたワークフローの実行が部分的に
しか実行されない場合は、その問題に対処した上で実行を再開します。
• 再起動のために 2 つのノードを選択し、それらが互いに依存している場合には、上流にあるノードが下
流ノードより先に実行されます。実際、下流にあるノードはワークフローの通常のフローによって実行
されるため、このノードを選択することは冗長的となります。

AWS Glue でのワークフローの実行プロパティの取得
と設定
ワークフローの実行プロパティを使用して、AWS Glue ワークフローのジョブ間の状態を共有して管理し
ます。デフォルトの実行プロパティは、ワークフローの作成時に設定できます。次に、ジョブの実行時
に、ジョブは実行プロパティの値を取得して必要に応じて変更し、ワークフローの以降のジョブに対する
入力として使用できます。ジョブが実行プロパティを変更した場合、新しい値が有効なのはワークフロー
の実行中に限られます。デフォルトの実行プロパティは影響を受けません。
次の Python コード例は抽出、変換、ロード (ETL) ジョブの一部で、ワークフローの実行プロパティを取
得する方法を示しています。
import sys
import boto3
from awsglue.transforms import *
from awsglue.utils import getResolvedOptions
from awsglue.context import GlueContext
from pyspark.context import SparkContext
glue_client = boto3.client("glue")
args = getResolvedOptions(sys.argv, ['JOB_NAME','WORKFLOW_NAME', 'WORKFLOW_RUN_ID'])
workflow_name = args['WORKFLOW_NAME']
workflow_run_id = args['WORKFLOW_RUN_ID']
workflow_params = glue_client.get_workflow_run_properties(Name=workflow_name,
RunId=workflow_run_id)["RunProperties"]
target_database = workflow_params['target_database']
target_s3_location = workflow_params['target_s3_location']

次のコードは、target_format 実行プロパティを 'csv' に設定することで続行します。
workflow_params['target_format'] = 'csv'
glue_client.put_workflow_run_properties(Name=workflow_name, RunId=workflow_run_id,
RunProperties=workflow_params)

437

AWS Glue デベロッパーガイド
AWS Glue APIを使用したワークフローのクエリ

詳細については、次を参照してください。
• GetWorkflowRunProperties アクション (Python: get_workflow_run_properties) (p. 987)
• PutWorkflowRunProperties アクション (Python: put_workflow_run_properties) (p. 988)

AWS Glue APIを使用したワークフローのクエリ
AWS Glue には、ワークフローを管理するための高度な API が用意されています。AWS Glue API を使用
してワークフローの静的ビューまたは実行中のワークフローの動的ビューを取得できます。詳細について
は、「ワークフロー (p. 974)」を参照してください。
トピック
• 静的ビューのクエリ (p. 438)
• 動的ビューのクエリ (p. 438)

静的ビューのクエリ
GetWorkflow API オペレーションを使用して、ワークフローの設計を示す静的ビューを取得します。こ
のオペレーションは、ノードおよびエッジで構成される有向グラフを返します。ノードは、トリガー、
ジョブ、またはクローラを表します。エッジは、ノード間の関係を定義します。AWS Glue コンソールの
グラフでは、エッジがコネクタ (矢印) で表されます。
このオペレーションは、NetworkX、igraph、JGraphT、Java Universal Network/Graph (JUNG) Framework
などの一般的なグラフ処理ライブラリでも使用できます。これらのライブラリが表すグラフはすべてが類
似しているため、必要な変換は最小限です。
この API から返される静的ビューは、ワークフローに関連付けられているトリガーの最新の定義に基づく
最新のビューです。

グラフ定義
ワークフローのグラフ G は順序付きペア (N、E) で、N はノードのセットを表し、E はエッジのセットを
表します。ノード はグラフ内の頂点で、一意の数値で識別されます。ノードのタイプは、トリガー、ジョ
ブ、またはクローラです。例: {name:T1, type:Trigger, uniqueId:1}, {name:J1, type:Job,
uniqueId:2}。
エッジ は、2 タプルの形式(src, dest) です。 src と dest はノードで、src から destへの有向エッジ
があります。

静的ビューのクエリの例を示します。
ジョブ J1 の完了時にジョブ J2 をトリガーする条件付きのトリガー T を考えます。
J1 ---> T ---> J2

ノード: J1、T、J2
エッジ: (J1、T)、(T、J2)

動的ビューのクエリ
GetWorkflowRun API オペレーションを使用して、実行中のワークフローの動的ビューを取得します。こ
のオペレーションは、グラフの同じ静的ビューを、ワークフローの実行に関連するメタデータと共に返し
ます。
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実行の際、GetWorkflowRun 呼び出しのジョブを表すノードでは、最新のワークフロー実行の一部とし
て開始されたジョブ実行のリストを含んでいます。このリストを使用して、各ジョブの実行ステータスを
グラフ自体に表示できます。まだ実行されていないダウンストリームの依存関係の場合、このフィールド
は null に設定されます。グラフ化された情報により、任意の時点における任意のワークフローの現在の
状態を確認できます。
この API から返される動的ビューは、ワークフローの実行が開始された時点における静的ビューに基づい
ています。
ランタイムノードの例: {name:T1, type: Trigger, uniqueId:1}、{name:J1, type:Job,
uniqueId:2, jobDetails:{jobRuns}}、{name:C1, type:Crawler, uniqueId:3,
crawlerDetails:{crawls}}

例 1: 動的ビュー
次の例は、単純な 2 トリガーワークフローを示しています。
• ノード: t1、j1、t2、j2
• エッジ: (t1, j1)、(j1, t2)、(t2, j2)
GetWorkflow レスポンスの内容は次のとおりです。
{

}

Nodes : [
{
"type" : Trigger,
"name" : "t1",
"uniqueId" : 1
},
{
"type" : Job,
"name" : "j1",
"uniqueId" : 2
},
{
"type" : Trigger,
"name" : "t2",
"uniqueId" : 3
},
{
"type" : Job,
"name" : "j2",
"uniqueId" : 4
}
],
Edges : [
{
"sourceId" : 1,
"destinationId" : 2
},
{
"sourceId" : 2,
"destinationId" : 3
},
{
"sourceId" : 3,
"destinationId" : 4
}

GetWorkflowRun レスポンスの内容は次のとおりです。
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{

}

Nodes : [
{
"type" : Trigger,
"name" : "t1",
"uniqueId" : 1,
"jobDetails" : null,
"crawlerDetails" : null
},
{
"type" : Job,
"name" : "j1",
"uniqueId" : 2,
"jobDetails" : [
{
"id" : "jr_12334",
"jobRunState" : "SUCCEEDED",
"errorMessage" : "error string"
}
],
"crawlerDetails" : null
},
{
"type" : Trigger,
"name" : "t2",
"uniqueId" : 3,
"jobDetails" : null,
"crawlerDetails" : null
},
{
"type" : Job,
"name" : "j2",
"uniqueId" : 4,
"jobDetails" : [
{
"id" : "jr_1233sdf4",
"jobRunState" : "SUCCEEDED",
"errorMessage" : "error string"
}
],
"crawlerDetails" : null
}
],
Edges : [
{
"sourceId" : 1,
"destinationId" : 2
},
{
"sourceId" : 2,
"destinationId" : 3
},
{
"sourceId" : 3,
"destinationId" : 4
}

例 2: 複数のジョブと 1 つの条件付きのトリガー
次の例は、複数のジョブと 1 つの条件付きのトリガー (t3) を持つワークフローを示しています。
Consider Flow:
T(t1) ---> J(j1) ---> T(t2) ---> J(j2)
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|
|
|
|
>+------> T(t3) <-----+
|
|
J(j3)
Graph generated:
Nodes: t1, t2, t3, j1, j2, j3
Edges: (t1, j1), (j1, t2), (t2, j2), (j1, t3), (j2, t3), (t3, j3)

AWS Glue での設計図とワークフローの制限
設計図とワークフローについての制限を次に示します。

設計図での制限
設計図については、以下の制限に注意してください。
• 設計図は、Amazon S3 バケットが置かれているのと同じ AWS リージョンに登録される必要がありま
す。
• 設計図を AWS アカウント間で共有する場合は、Amazon S3 内で設計図の ZIP アーカイブに対する読み
取りを許可する必要があります。設計図の ZIP アーカイブに対する読み取り許可を持つユーザーは、自
分の AWS アカウントに設計図を登録し、それを使用することができます。
• 設計図のパラメータセットは、単一の JSON オブジェクトとして格納されます。このオブジェクトの最
大長は 128 KB です。
• 設計図の ZIP アーカイブにおける非圧縮状態での最大サイズは 5 MB です。圧縮状態での最大サイズは
1 MB です。
• ワークフロー内のジョブ、クローラ、トリガーの総数を、100 以下に制限します。100 を超える値を含
めると、ワークフローの実行を再開または停止しようとした場合にエラーが発生することがあります。

ワークフローの制限
ワークフローについては、以下の制限に注意してください。これらのコメントの中には、ワークフローを
手動で作成しているユーザーに直接関係するものがあります。
• Amazon EventBridge のイベントトリガーの最大バッチサイズは 100 です。最大ウィンドウサイズは
900 秒 (15 分) です。
• トリガーは 1 つのワークフローにのみ関連付けることができます。
• 1 つの開始トリガー (オンデマンドまたはスケジュール) のみが許可されます。
• ワークフロー内のジョブまたはクローラがワークフロー外のトリガーによって開始された場合、ジョブ
またはクローラの完了 (成功またはその他) に依存するワークフロー内のトリガーは起動されません。
• 同様に、ワークフロー内のジョブまたはクローラに、ワークフロー内とワークフロー外の両方でジョブ
またはクローラの完了 (成功またはそれ以外) に依存するトリガーがあり、さらにジョブまたはクローラ
がワークフロー内から開始されている場合には、ジョブまたはクローラの完了時、ワークフロー内のト
リガーのみが起動されます。

AWS Glue での設計図エラーをトラブルシューティン
グする
AWS Glue の設計図を使用する際にエラーが発生した場合は、次の解決策を参照しながら問題の原因を突
き止め、それを修正してください。
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トピック
•
•
•
•
•

エラー: PySpark モジュールが見つからない (p. 442)
エラー: 設計図の設定ファイルが見つからない (p. 443)
エラー:インポートされたファイルが見つからない (p. 443)
エラー:リソースでの iamPassRole の実行が承認されない (p. 443)
エラー: cron スケジュールが無効 (p. 443)

• エラー: 既存のものと同じ名前を使用してのトリガー (p. 443)
• エラー:名前:foo という名前のワークフローが既に存在する (p. 444)
• エラー: 指定された layoutGenerator のパスにモジュールが見つからない (p. 444)
• エラー: Connections フィールドの検証エラー (p. 444)

エラー: PySpark モジュールが見つからない
AWS Glue が、「Unknown error executing layout generator function ModuleNotFoundError: No module
named 'pyspark'」というエラーを返します。
設計図アーカイブを解凍すると、以下のいずれかのようになります。
$ unzip compaction.zip
Archive: compaction.zip
creating: compaction/
inflating: compaction/blueprint.cfg
inflating: compaction/layout.py
inflating: compaction/README.md
inflating: compaction/compaction.py
$ unzip compaction.zip
Archive: compaction.zip
inflating: blueprint.cfg
inflating: compaction.py
inflating: layout.py
inflating: README.md

1 つ目のケースでは、設計図に関連するすべてのファイルが compaction という名前のフォルダの下に配置
され、その後で compaction.zip という名前の zip ファイルに変換されています。
2 つ目のケースでは、設計図に必要なすべてのファイルをフォルダに配置せずに、zip ファイル
compaction.zip に対しルートファイルとして追加しています。
上記の形式のどちらを使用しても、ファイルを作成することができます。ただし、blueprint.cfg の中
には、レイアウトを生成するスクリプト内の関数名を指す正しいパスが必要です。
例
ケース 1 の場合、blueprint.cfg には以下のように layoutGenerator が必要です
layoutGenerator": "compaction.layout.generate_layout"

ケース 2 の場合、blueprint.cfg には以下のように layoutGenerator が必要です
layoutGenerator": "layout.generate_layout"

このパスが正しく指定されていない場合は、次のようなエラーが表示されることがあります。例えば、
フォルダをケース 2 で説明した構造としながら、ケース 1 で示した layoutGenerator が使用されてい
る場合、上記のようなエラーが発生する場合があります。
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エラー: 設計図の設定ファイルが見つからない
AWS Glue が、「Unknown error executing layout generator function FileNotFoundError: [Errno 2] No such
file or directory: '/tmp/compaction/blueprint.cfg」というエラーを返します。
blueprint.cfg ファイルは、ZIP アーカイブのルートレベルか、ZIP アーカイブと同じ名前のフォルダ内に配
置する必要があります。
設計図の ZIP アーカイブを抽出すると、通常、blueprint.cfg は、下記のいずれかのパスで見つかります。
以下のパスのいずれかに配置されていない場合には、上記のエラーが表示されます。
$ unzip compaction.zip
Archive: compaction.zip
creating: compaction/
inflating: compaction/blueprint.cfg
$ unzip compaction.zip
Archive: compaction.zip
inflating: blueprint.cfg

エラー:インポートされたファイルが見つからない
AWS Glue が、「Unknown error executing layout generator function FileNotFoundError: [Errno 2] No such
file or directory:* *'demo-project/foo.py」というエラーを返します。
レイアウト生成スクリプトに他のファイルを読み込む機能がある場合は、インポートするファイルの完全
なパスを指定する必要があります。例えば、Conversion.py スクリプトは Layout.py から参照されることが
あります。詳細については、「Sample Blueprint Project」を参照してください。

エラー:リソースでの iamPassRole の実行が承認されない
AWS Glue が、「User: arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/AWSGlueServiceRole/GlueSession
is not authorized to perform: iam:PassRole on resource: arn:aws:iam::123456789012:role/
AWSGlueServiceRole」というエラーを返します。
ワークフロー内のジョブとクローラが、設計図からワークフローを作成するために渡されたロールと同じ
ロールを引き受ける場合、設計図のロールには、それ自体に対する iam:PassRole アクセス許可を含め
る必要があります。
ワークフロー内のジョブとクローラが、設計図からワークフローのエンティティを作成するために渡さ
れたロール以外のロールを引き受ける場合、設計図のロールには、それ自体のロールではなく引き受けた
ロールに対する、iam:PassRole アクセス許可を含める必要があります。
詳細については、「Permissions for Blueprint Roles」を参照してください。

エラー: cron スケジュールが無効
AWS Glue が、「The schedule cron(0 0 * * * *) is invalid.」というエラーを返します。
有効な cron 式を指定します。詳細については、「Time-Based Schedules for Jobs and Crawlers」を参照
してください。

エラー: 既存のものと同じ名前を使用してのトリガー
AWS Glue が、「Trigger with name 'foo_starting_trigger' already submitted with different configuration」と
いうエラーを返します。
設計図でワークフローを作成するために、レイアウトスクリプトの中でトリガーを定義する必要はあり
ません。トリガーの作成は、2 つのアクション間に定義された依存関係に基づいて、設計図ライブラリに
よって管理されます。
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トリガーの名前は、次のように決定されます。
• ワークフローの開始トリガーの場合は、<workflow_name>_starting_trigger のような名前になります。
• ワークフロー内のノード (ジョブ/クローラ) で、1 つまたは複数の上流ノードの完了に依存している場
合、AWS Glue はトリガーを、<workflow_name>_<node_name>_trigger のような名前で定義します
このエラーは、既に存在するものと同じ名前で、トリガーが発生したことを意味します。既存のトリガー
を削除すれば、ワークフローの作成を再実行できます。

Note
ワークフローを削除しても、ワークフロー内のノードは削除されません。ワークフローが削除さ
れても、トリガーが残されている場合があります。このため、作成したワークフローを削除した
後に、同じ名前で同じ設計図から再作成しようとすると、ワークフローが既に存在していること
を知らせるエラーは表示されずに、トリガーが既に存在している、というエラーが出力されるこ
とがあります。

エラー:名前:foo という名前のワークフローが既に存在する
ワークフロー名は一意である必要があります。別の名前で再試行してください。

エラー: 指定された layoutGenerator のパスにモジュールが見つ
からない
AWS Glue が、「Unknown error executing layout generator function ModuleNotFoundError: No module
named 'crawl_s3_locations'」というエラーを返します。
layoutGenerator": "crawl_s3_locations.layout.generate_layout"

例えば、上記の LayoutGenerator パスを指定しながら設計図アーカイブを解凍する際には、次のようにす
る必要があります。
$ unzip crawl_s3_locations.zip
Archive: crawl_s3_locations.zip
creating: crawl_s3_locations/
inflating: crawl_s3_locations/blueprint.cfg
inflating: crawl_s3_locations/layout.py
inflating: crawl_s3_locations/README.md

アーカイブの解凍時に、設計図アーカイブが次のようになっている場合は、上記のエラーが発生すること
があります。
$ unzip crawl_s3_locations.zip
Archive: crawl_s3_locations.zip
inflating: blueprint.cfg
inflating: layout.py
inflating: README.md

crawl_s3_locations という名前のフォルダがなく、layoutGenerator パスがモジュール
crawl_s3_locations を介してレイアウトファイルを参照している場合に、上記のエラーが発生する可
能性があります。

エラー: Connections フィールドの検証エラー
AWS Glue が、「Unknown error executing layout generator function TypeError: Value ['foo'] for key
Connections should be of type <class 'dict'>!」というエラーを返します。
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これは検証に関するエラーです。Job クラス内の Connections フィールドはディクショナリの使用を想
定しており、代わりに値のリストが提供された場合には、エラーの原因となります。
User input was list of values
Connections= ['string']
Should be a dict like the following
Connections*=*{'Connections': ['string']}

設計図からワークフローを作成する際に発生する、これらの実行時エラーを回避するには、「Testing a
Blueprint」に概略されているとおりに、ワークフロー、ジョブ、およびクローラの定義を検証します。
レイアウトスクリプト内での AWS Glue ジョブ、クローラ、ワークフローの定義に関しては、「AWS
Glue Blueprint Classes Reference」にある構文を参照してください。

AWS Glue ブループリントでのペルソナおよびロール
用のアクセス許可
以下は、AWS Identity and Access Management ブループリントのための典型的なペルソナと、ペルソナお
よびロール用に提案されている AWS Glue(IAM) アクセス許可ポリシーです。
トピック
• 設計図のペルソナ (p. 445)
• 設計図のペルソナ用のアクセス許可 (p. 445)
• 設計図のロール用のアクセス許可 (p. 447)

設計図のペルソナ
以下は、一般的に、AWS Glue ブループリントのライフサイクルに関与するペルソナです
ペルソナ

説明

AWS Glue 開発者

設計図を開発、テスト、公開します。

AWS Glue 管理者

設計図を登録および保守し、アクセス許可を付与します。

データアナリスト

設計図を実行してワークフローを作成します。

(詳細については、the section called “設計図の概要” (p. 448) を参照してください)。

設計図のペルソナ用のアクセス許可
設計図のペルソナごとに、提案されているアクセス許可を以下に示します。

ブループリントのための AWS Glue デベロッパー権限
AWS Glue デベロッパーには設計図の公開に使用される Amazon S3 バケットに対する、書き込みのア
クセス許可が必要です。多くの場合、デベロッパーはアップロードした後に設計図を登録します。そ
の場合、デベロッパーには the section called “ブループリントのための AWS Glue 管理者のアクセス許
可” (p. 446) に一覧表示されているアクセス許可が必要です。さらに、デベロッパーが登録後に設計図を
テストする場合は、the section called “設計図のためのデータアナリストの権限” (p. 446) に一覧表示され
ているアクセス許可も必要となります。
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ブループリントのための AWS Glue 管理者のアクセス許可
次のポリシーでは、AWS Glue ブループリントを登録、表示、保守するためのアクセス許可が付与されま
す。

Important
次のポリシーでは、<s3-bucket-name> および <prefix> を、登録のためにアップロードされ
た設計図の ZIP アーカイブを指す Amazon S3 パスに置き換えます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:CreateBlueprint",
"glue:UpdateBlueprint",
"glue:DeleteBlueprint",
"glue:GetBlueprint",
"glue:ListBlueprints",
"glue:BatchGetBlueprints"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Resource": "arn:aws:s3:::<s3-bucket-name>/<prefix>/*"
}
]

設計図のためのデータアナリストの権限
次のポリシーは、設計図を実行し、結果のワークフローとワークフローコンポーネントを表示するア
クセス許可を付与します。また、ワークフローおよびワークフローコンポーネントを作成するために
PassRole が引き受ける、AWS Glue というロールを付与ます。
このポリシーでは、任意のリソースに対するアクセス許可が付与されます。個々の設計図へのきめ細かな
アクセスを構成する場合は、設計図の ARN に次の形式を使用します。
arn:aws:glue:<region>:<account-id>:blueprint/<blueprint-name>

Important
次のポリシーでは、<account-id> を有効な AWS アカウントに置き換え、<role-name> を設
計図の実行に使用するロールの名前に置き換えます。このロールに必要なアクセス許可について
は、「the section called “設計図のロール用のアクセス許可” (p. 447)」を参照してください。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:ListBlueprints",
"glue:GetBlueprint",
"glue:StartBlueprintRun",
"glue:GetBlueprintRun",
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"glue:GetBlueprintRuns",
"glue:GetCrawler",
"glue:ListTriggers",
"glue:ListJobs",
"glue:BatchGetCrawlers",
"glue:GetTrigger",
"glue:BatchGetWorkflows",
"glue:BatchGetTriggers",
"glue:BatchGetJobs",
"glue:BatchGetBlueprints",
"glue:GetWorkflowRun",
"glue:GetWorkflowRuns",
"glue:ListCrawlers",
"glue:ListWorkflows",
"glue:GetJob",
"glue:GetWorkflow",
"glue:StartWorkflowRun"

},
{

}

]

}

],
"Resource": "*"

"Effect": "Allow",
"Action": "iam:PassRole",
"Resource": "arn:aws:iam::<account-id>:role/<role-name>"

設計図のロール用のアクセス許可
設計図からワークフローを作成するために、IAM ロール用として提案されているアクセス許可を次に示し
ます。このロールには glue.amazonaws.com との信頼関係が必要です。

Important
次のポリシーでは、<account-id> を有効な AWS アカウントに置き換え、<role-name> を
ロールの名前に置き換えます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:CreateJob",
"glue:GetCrawler",
"glue:GetTrigger",
"glue:DeleteCrawler",
"glue:CreateTrigger",
"glue:DeleteTrigger",
"glue:DeleteJob",
"glue:CreateWorkflow",
"glue:DeleteWorkflow",
"glue:GetJob",
"glue:GetWorkflow",
"glue:CreateCrawler"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:PassRole",
"Resource": "arn:aws:iam::<account-id>:role/<role-name>"
}
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}

]

Note
ワークフロー内のジョブとクローラが、このロール以外のロールを引き受ける場合、このポリ
シーには、設計図のロールのものではなく引き受けたロールでの iam:PassRole アクセス許可
を付与する必要があります。

AWS Glue のブループリントの開発
組織が、類似した一連の ETL ユースケースを実行する場合、それらすべてをパラメータ化した単一のワー
クフローで処理することでメリットが得られます。このようなニーズに応えるため、AWS Glue では、設
計図を定義して、ワークフローの生成に使用できるようになってます。設計図にはパラメータを渡すこと
ができるので、データアナリストは単一の設計図からさまざまなワークフローを作成して、類似の ETL
ユースケースを処理できます。作成した設計図は、別の部門、チーム、プロジェクトでの再利用が可能で
す。
トピック
• AWS Glue のブループリント概要 (p. 448)
• AWS Glue のブループリントの開発 (p. 450)
• AWS Glue でブループリントを登録する (p. 467)
• AWS Glue でブループリントを表示する (p. 469)
• AWS Glue でブループリントを更新する (p. 470)
• AWS Glue で設計図からワークフローを作成する (p. 472)
• AWS Glue でブループリントの実行を表示する (p. 473)

AWS Glue のブループリント概要
AWS Glue ブループリントにより、AWS Glue ワークフローを作成ならびに共有する手段が提供されま
す。複雑な ETL プロセスで、使用できるユースケースが類似している場合には、ユースケースごとに
AWS Glue ワークフローを作成する代わりにブループリントを 1 つ作成します。
設計図では、ワークフローに含めるジョブとクローラを指定し、ワークフローを作成するために設計図が
実行される際にワークフローのユーザーから提供すべきパラメータも指定します。パラメータを使用する
ことで、単一のブループリントにより、類似したさまざまなユースケースのワークフローを生成できるよ
うになります。ワークフローの詳細については、「AWS Glue のワークフローの概要 (p. 419)」を参照し
てください。
設計図に関するユースケースの例を次に示します。
• 既存のデータセットを分割する場合。Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) のソースならびに
ターゲットへのパス、およびパーティション列のリストが、設計図への入力パラメータとなります。
• Amazon DynamoDB テーブルのスナップショットを、Amazon Redshift のような SQL データストア内
に作成する場合。ブループリントへの入力パラメータは、DynamoDB テーブル名と AWS Glue の接続
となります。このパラメータにより、Amazon Redshift クラスターと送信先のデータベースを指定しま
す。
• 複数の Amazon S3 パスの CSV データを Parquet に変換する場合。AWS Glue ワークフローに、パスご
との個別のクローラとジョブを含める必要があります。AWS Glue Data Catalog 内の送信先データベー
スと、Amazon S3 パスのコンマ区切りのリストが入力パラメーターとなります。この場合、ワークフ
ローが作成するクローラおよびジョブの数は可変であることに注意してください。
設計図のコンポーネント
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設計図は、以下のコンポーネントを含む ZIP アーカイブです。
• Python レイアウトジェネレータスクリプト
ワークフローのレイアウト (ワークフロー用に作成するジョブとクローラ、ジョブとクローラのプロパ
ティ、およびジョブとクローラの依存関係) を指定する関数が含まれています。この関数はブループ
リントのパラメータを受け取り、AWS Glue がワークフロー生成のために使用するワークフロー構造
(JSON オブジェクト) を返します。ワークフローの生成には Python スクリプトを使用するので、ユース
ケースに適した独自のロジックを追加できます。
• 設定ファイル
ワークフローのレイアウトを生成する Python 関数の完全な修飾名を指定します。スクリプトで使用さ
れるすべての設計図パラメータの名前、データタイプ、およびその他のプロパティも指定します。
• (オプション) ETL スクリプトとサポートファイル
高度なユースケースとして、ジョブで使用する ETL スクリプトの場所をパラメータ化できます。ZIP
アーカイブにジョブスクリプトファイルを含め、スクリプトのコピー先となる Amazon S3 ロケーショ
ンを設計図パラメータとして指定できます。レイアウトジェネレータスクリプトは、指定された場所に
ETL スクリプトをコピーし、そのコピー先をジョブスクリプトの場所プロパティとして指定します。ス
クリプトで処理するための、ライブラリやその他のサポートファイルを含めることもできます。

設計図の実行
ブループリントからワークフローを作成すると、AWS Glue でブループリントが実行され、ワークフロー
がカプセル化するジョブ、クローラー、およびトリガーを作成する非同期プロセスが開始します。AWS
Glue でブループリントの実行を使用して、ワークフローとそのコンポーネントの作成をオーケストレート
します。設計図の実行ステータスを表示すると、作成プロセスのステータスを知ることができます。設計
図の実行では、設計図パラメータに指定した値の保存も行われます。
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ブループリントの実行は、AWS Glue コンソールまたは AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用
して表示できます。ワークフローを表示またはトラブルシューティングする場合には、いつでも設計図の
実行に戻り、ワークフローの作成に使用された設計図のパラメータ値を確認できます。
設計図のライフサイクル
ブループリントは、AWS Glue により開発、テスト、登録が行われ、これを実行することでワークフロー
が作成されます。設計図のライフサイクルには、通常 3 つのペルソナが関与します。
ペルソナ

タスク

AWS Glue デベロッパー

• ワークフローレイアウトのスクリプトを記述し、設定ファ
イルを作成します。
• AWS Glue によって提供されるライブラリを使用して、ブ
ループリントをローカルでテストします。
• スクリプト、設定ファイル、およびサポートファイルを含
む ZIP アーカイブを作成し、Amazon S3 内のロケーション
でそのアーカイブを公開します。
• バケットオブジェクトに対する読み取りアクセス許可
を、AWS Glue 管理者の AWS アカウントに付与するバ
ケットポリシーを、Amazon S3 バケットに追加します。
• Amazon S3 にある ZIP アーカイブに対する、読み取りの
ための IAM アクセス許可を、AWS Glue 管理者に付与しま
す。

AWS Glue 管理者

• AWS Glue にブループリントを登録します。AWS Glue で
予約した Amazon S3 の場所に、ZIP アーカイブのコピーを
作成します。
• 設計図に対する IAM アクセス許可をデータアナリストに付
与します。

データアナリスト

• 設計図を実行したワークフローの作成と、設計図パラメー
タ値の指定を行います。設計図の実行ステータスをチェッ
クして、ワークフローとワークフローコンポーネントが正
常に生成されたことを確認します。
• ワークフローを実行し、トラブルシューティングします。
ワークフローを実行する前に、ワークフローのデザイング
ラフを AWS Glue コンソールに表示し、そのワークフロー
を検証します。

以下も参照してください。
• AWS Glue のブループリントの開発 (p. 450)
• AWS Glue で設計図からワークフローを作成する (p. 472)
• AWS Glue ブループリントでのペルソナおよびロール用のアクセス許可 (p. 445)

AWS Glue のブループリントの開発
AWS Glue デベロッパーは、データアナリストがワークフローを生成するための設計図を作成および公開
できます。
トピック
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• 設計図の開発の概要 (p. 451)
• 設計図の開発のための前提条件 (p. 452)
• 設計図コードを記述する (p. 454)
• 設計図プロジェクト例 (p. 458)
• 設計図をテストする (p. 461)
• 設計図を公開する (p. 463)
• AWS Glue ブループリントクラスリファレンス (p. 464)
• 設計図の例 (p. 467)

以下も参照してください。
• AWS Glue のブループリント概要 (p. 448)

設計図の開発の概要
開発プロセスの最初のステップは、設計図からのメリットが活かせるような、共通点のあるユースケース
を特定することです。典型的なユースケースとしては、一般化した方法での解決が想定される、反復的
な ETL の問題が考えられます。次に、その一般化されたユースケースを実装するために設計図を構成し
ます。一般化されたユースケースを使用して特定のユースケースを定義できるように、設計図の入力パラ
メータを定義します。
設計図は、その設計図のパラメータ構成ファイルを含むプロジェクトと、生成するワークフローのレイア
ウトを定義するスクリプトにより構成されます。レイアウトは、作成するジョブとクローラ (または設計
図の用語におけるエンティティ) を定義します。
レイアウトスクリプトでは、トリガーを直接指定しません。その代わり、スクリプトが作成するジョブや
クローラー間の依存関係を指定するコードを書き込みます。AWS Glue は依存関係の指定に基づき、トリ
ガーを生成します。レイアウトスクリプトからは、すべてのワークフローエンティティの仕様を含む、
ワークフローオブジェクトが出力されます。
ワークフローオブジェクトの構築には、以下に示す AWS Glue のブループリントライブラリを使用しま
す。
• awsglue.blueprint.base_resource – ライブラリで使用される基本リソースのライブラリ。
• awsglue.blueprint.workflow – Workflow クラスを定義するためのライブラリ。
• awsglue.blueprint.job – Job クラスを定義するためのライブラリ。
• awsglue.blueprint.crawler – Crawler クラスを定義するためのライブラリ。
上記の他には、Python シェルで使用できるライブラリのみが、レイアウト生成用のライブラリとしてサ
ポートされています。
設計図ライブラリで定義されたメソッドを使用することで、公開前の設計図をローカルでテストできま
す。
設計図をデータアナリストに提供する準備ができたら、スクリプト、パラメータ設定ファイル、および追
加のスクリプトやライブラリなどのサポートファイルを、単一のデプロイ可能なアセットの中にパッケー
ジ化します。次に、このアセットを Amazon S3 にアップロードし、AWS Glue への登録を管理者に依頼
します。
その他の設計図プロジェクトの例については、「設計図プロジェクト例 (p. 458)」および「設計図の
例 (p. 467)」を参照してください。
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設計図の開発のための前提条件
ブループリントを開発するには、AWS Glue と Apache Spark ETL ジョブや Python シェルジョブのスクリ
プト記述に関する知識が必要です。また、以下のセットアップタスクも完了する必要があります。
• 設計図レイアウトスクリプトで使用する 4 個の AWS Python ライブラリのダウンロード
• AWS SDK のセットアップ。
• AWS CLI のセットアップ。

Python ライブラリをダウンロードする
以下のライブラリを GitHub からダウンロードし、自分のプロジェクトにインストールします。
• https://github.com/awslabs/aws-glue-blueprint-libs/tree/master/awsglue/blueprint/base_resource.py
• https://github.com/awslabs/aws-glue-blueprint-libs/tree/master/awsglue/blueprint/workflow.py
• https://github.com/awslabs/aws-glue-blueprint-libs/tree/master/awsglue/blueprint/crawler.py
• https://github.com/awslabs/aws-glue-blueprint-libs/tree/master/awsglue/blueprint/job.py

AWS Java SDK のセットアップ
AWS Java SDK に対しては、設計図の API を含む jar ファイルを追加する必要があります。
1.

まだ追加していない場合には、AWS SDK for Java のセットアップを行います。
• Java 1.x の場合は、AWS SDK for Javaデベロッパーガイドの「Set up the AWS SDK for Java」に
ある手順に従ってください。
• Java 2.x の場合は、AWS SDK for Java 2.xデベロッパーガイドの「Setting up the AWS SDK for
Java 2.x」にある手順に従ってください。

2.

設計図の API へのアクセス許可が付与されている、クライアント jar ファイルをダウンロードしま
す。
• Java 1.x 用ファイル: s3://awsglue-custom-blueprints-preview-artifacts/awsglue-java-sdk-preview/
AWSGlueJavaClient-1.11.x.jar
• Java 2.x 用ファイル: s3://awsglue-custom-blueprints-preview-artifacts/awsglue-java-sdk-v2-preview/
AwsJavaSdk-Glue-2.0.jar

3.

Java クラスパスの先頭にクライアント jar を追加して、AWS Java SDK で提供された AWS Glue ク
ライアントをオーバーライドします。
export CLASSPATH=<path-to-preview-client-jar>:$CLASSPATH

4.

(オプション) 次の Java アプリケーションを使用して SDK をテストします。このアプリケーションは
空のリストを出力するように設定されています。
accessKey および secretKey は自分の認証情報に置き換え、us-east-1 は使用しているリージョ
ンに置き換えます。
import
import
import
import
import
import
import

com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
com.amazonaws.auth.AWSCredentialsProvider;
com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;
com.amazonaws.auth.BasicAWSCredentials;
com.amazonaws.services.glue.AWSGlue;
com.amazonaws.services.glue.AWSGlueClientBuilder;
com.amazonaws.services.glue.model.ListBlueprintsRequest;
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public class App{
public static void main(String[] args) {
AWSCredentials credentials = new BasicAWSCredentials("accessKey", "secretKey");
AWSCredentialsProvider provider = new
AWSStaticCredentialsProvider(credentials);
AWSGlue glue = AWSGlueClientBuilder.standard().withCredentials(provider)
.withRegion("us-east-1").build();
ListBlueprintsRequest request = new ListBlueprintsRequest().withMaxResults(2);
System.out.println(glue.listBlueprints(request));
}
}

AWS Python SDK をセットアップする
次の手順では、Python バージョン 2.7 以降、またはバージョン 3.6 以降が、コンピュ―タ上にインストー
ルされていることを前提としています。
1.

次の boto3 wheel ファイルをダウンロードします。ファイルを開くか保存することを促された場合
は、次のファイルを保存します。s3://awsglue-custom-blueprints-preview-artifacts/aws-python-sdkpreview/boto3-1.17.31-py2.py3-none-any.whl

2.

次の botocore wheel ファイルをダウンロードします。s3://awsglue-custom-blueprints-previewartifacts/aws-python-sdk-preview/botocore-1.20.31-py2.py3-none-any.whl

3.

使用している Python のバージョンを確認します。
python --version

4.

Python のバージョンに応じて、以下のコマンドを入力します (Linux の場合)。
• Python 2.7 以降の場合。
python3 -m pip install --user virtualenv
source env/bin/activate

• Python 3.6 以降の場合。
python3 -m venv python-sdk-test
source python-sdk-test/bin/activate

5.

botocore wheel ファイルをインストールします。
python3 -m pip install <download-directory>/botocore-1.20.31-py2.py3-none-any.whl

6.

boto3 wheel ファイルをインストールします。
python3 -m pip install <download-directory>/boto3-1.17.31-py2.py3-none-any.whl

7.

~/.aws/credentials および ~/.aws/config ファイル内で、認証情報およびデフォルトのリー
ジョンを指定します。詳細については、『AWS CLI ユーザーガイド』の「AWS Command Line
Interface の設定.」を参照してください。

8.

(オプション) セットアップをテストします。次のコマンドは、空のリストを返すように設定されてい
ます。
us-east-1 は、実際のリージョンに置き換えます。
$ python
>>> import boto3
>>> glue = boto3.client('glue', 'us-east-1')
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>>> glue.list_blueprints()

プレビュー AWS CLI をセットアップする
1. まだの場合は、コンピュータ上で AWS Command Line Interface (AWS CLI) のインストールおよび (ま
たは)更新を行ってください。この作業は、Python インストーラユーティリティの pip を使用すること
で、最も簡単に完了できます。
pip install awscli --upgrade --user

AWS CLI を使用したインストールに関する完全な手順は、「nstalling the AWS Command Line
Interface」でご確認いただけます。
2. 次の AWS CLI wheel ファイルをダウンロードします。s3://awsglue-custom-blueprints-preview-artifacts/
awscli-preview-build/awscli-1.19.31-py2.py3-none-any.whl
3. AWS CLI wheel ファイルをインストールする。
python3 -m pip install awscli-1.19.31-py2.py3-none-any.whl

4. aws configure コマンドを実行します。AWS 認証情報 (アクセスキー、シークレットキーを含む) と
AWS リージョンを設定します。AWS CLI の設定に関する情報は、「Configuring the AWS CLI」でご確
認ください。
5. AWS CLI をテストします。次のコマンドは、空のリストを返すように設定されています。
us-east-1 は、実際のリージョンに置き換えます。
aws glue list-blueprints --region us-east-1

設計図コードを記述する
作成する各設計図プロジェクトには、少なくとも以下のファイルを含む必要があります。
• ワークフローを定義する Python レイアウトスクリプト。このスクリプトには、ワークフロー内のエン
ティティ (ジョブとクローラ)、および、それらの間の依存関係を定義する関数が含まれています。
• 以下を定義する設定ファイル blueprint.cfg。
• ワークフローレイアウト定義関数を指す完全なパス。
• 設計図が受け取るパラメータ。
トピック
• 設計図レイアウトスクリプトを作成する (p. 454)
• 設定ファイルを作成する (p. 456)
• 設計図パラメータを指定する (p. 457)

設計図レイアウトスクリプトを作成する
設計図のレイアウトスクリプトには、ワークフロー内のエンティティを生成するための関数を含む必要が
あります。この関数には好きな名前を付けることができます。AWS Glue は構成ファイルを使用して、関
数の完全修飾名を決定します。
レイアウト関数は以下を実行します。
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• (オプション) Job オブジェクトを作成する Job クラスをインスタンス化し、Command および Role の
引数を渡します。これらは、AWS Glue コンソールまたは API を使用しながらジョブを作成する際に指
定する、ジョブのプロパティです。
• (オプション) Crawler オブジェクトを作成する Crawler クラスをインスタンス化し、名前、ロール、
ターゲット引数を渡します。
• オブジェクト (ワークフローエンティティ) 間の依存関係を示すために、追加の引数 DependsOn および
WaitForDependencies を Job() および Crawler() に渡します。これらの引数については、このセ
クションの後半で説明します。
• Workflow に返すためのワークフローオブジェクトを作成する AWS Glue クラスをインスタンス
化し、Name 引数 、Entities 引数 、およびオプションの OnSchedule 引数を渡します。引数
Entities では、ワークフローに含めるすべてのジョブとクローラを指定します。Entities オブジェ
クトを構築する方法については、このセクションで後述するプロジェクト例をご覧ください。
• Workflow オブジェクトを返します。
Job、Crawler、および Workflow クラスの定義については、「AWS Glue ブループリントクラスリファ
レンス (p. 464)」を参照してください。
レイアウト関数は、以下の引数を受け取る必要があります。
引数

説明

user_params

設計図パラメータの名前と値に関する Python ディクショナリ。詳細について
は、設計図パラメータを指定する (p. 457) を参照してください。

system_params

2 つのプロパティ (region および accountId) を含む Python ディクショナ
リ。

次に、Layout.py ファイルに記述された、レイアウトジェネレータスクリプトの例を示します。
import argparse
import sys
import os
import json
from awsglue.blueprint.workflow import *
from awsglue.blueprint.job import *
from awsglue.blueprint.crawler import *
def generate_layout(user_params, system_params):
etl_job = Job(Name="{}_etl_job".format(user_params['WorkflowName']),
Command={
"Name": "glueetl",
"ScriptLocation": user_params['ScriptLocation'],
"PythonVersion": "2"
},
Role=user_params['PassRole'])
post_process_job = Job(Name="{}_post_process".format(user_params['WorkflowName']),
Command={
"Name": "pythonshell",
"ScriptLocation": user_params['ScriptLocation'],
"PythonVersion": "2"
},
Role=user_params['PassRole'],
DependsOn={
etl_job: "SUCCEEDED"
},
WaitForDependencies="AND")
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sample_workflow = Workflow(Name=user_params['WorkflowName'],
Entities=Entities(Jobs=[etl_job, post_process_job]))
return sample_workflow

このサンプルスクリプトは、必要な設計図ライブラリをインポートし、2 つのジョブを含むワークフロー
を生成する generate_layout 関数をインクルードします。これは非常にシンプルなスクリプトです。よ
り複雑なスクリプトでは、追加のロジックとパラメータを使用して、多数のジョブとクローラを含むワー
クフローを生成できます。さらに、ジョブとクローラの数を可変にすることも可能です

DependsOn 引数を使用する
引数 DependsOn は、このエンティティがワークフロー内の他のエンティティに対し維持する依存関係
を、ディクショナリ向けに表現したものです。これには、以下の形式が使用されます。
DependsOn = {dependency1 : state, dependency2 : state, ...}

このディクショナリーのキーはエンティティの名前ではなく、オブジェクトリファレンスを表し、値は監
視すべき状態に対応する文字列です。AWS Glue 適切なトリガーを推測します。有効な状態については、
「Condition Structure」を参照してください。
例えば、ジョブは、クローラの正常な完了に依存する場合があります。crawler2 という名前のクローラ
オブジェクトを以下のように定義したとします。
crawler2 = Crawler(Name="my_crawler", ...)

この時、crawler2 に依存するオブジェクトには、次のようなコンストラクタ引数が含まれます。
DependsOn = {crawler2 : "SUCCEEDED"}

例:
job1 = Job(Name="Job1", ..., DependsOn = {crawler2 : "SUCCEEDED", ...})

仮にエンティティで DependsOn が省略されている場合には、そのエンティティはワークフローの開始ト
リガーに依存します。

WaitForDependencies 引数を使用する
WaitForDependencies 引数は、ジョブまたはクローラエンティティが、依存するすべてのエンティ
ティが完了するまで待機するのか、あるいは、いずれかのエンティティが完了するまで待機するのかを決
定します。
許容される値は「AND」または「ANY」です。

OnSchedule 引数を使用する
Workflow クラスコンストラクタの引数 OnSchedule は、ワークフローの開始トリガーを定義する cron
式です。
この引数を指定した場合、AWS Glue はスケジュールと対応付けながら、スケジュールトリガーを作成し
ます。特に指定されていない場合は、ワークフローの開始トリガーはオンデマンドトリガーになります。

設定ファイルを作成する
設計図の設定ファイルは必須のファイルで、ワークフローを生成するためのスクリプトエントリポイント
と、設計図が受け取るパラメータを定義します。ファイル名は、blueprint.cfg とする必要がありま
す。
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設定ファイルの例を次に示します。
{

}

"layoutGenerator": "DemoBlueprintProject.Layout.generate_layout",
"parameterSpec" : {
"WorkflowName" : {
"type": "String",
"collection": false
},
"WorkerType" : {
"type": "String",
"collection": false,
"allowedValues": ["G1.X", "G2.X"],
"defaultValue": "G1.X"
},
"Dpu" : {
"type" : "Integer",
"allowedValues" : [2, 4, 6],
"defaultValue" : 2
},
"DynamoDBTableName": {
"type": "String",
"collection" : false
},
"ScriptLocation" : {
"type": "String",
"collection": false
}
}

layoutGenerator プロパティでは、レイアウトを生成するスクリプト内の関数について、完全な修飾名
を指定します。
parameterSpec プロパティでは、この設計図が受け取るパラメータを指定します。詳細については、設
計図パラメータを指定する (p. 457) を参照してください。

Important
設定ファイルに設計図パラメータとしてワークフロー名を含めるか、あるいはレイアウトスクリ
プトにより一意のワークフロー名を生成する必要があります。

設計図パラメータを指定する
設定ファイルには、parameterSpec JSON オブジェクトの設計図パラメータの仕様が含まれま
す。parameterSpec には、1 つ以上のパラメータオブジェクトが含まれます。
"parameterSpec": {
"<parameter_name>": {
"type": "<parameter-type>",
"collection": true|false,
"description": "<parameter-description>",
"defaultValue": "<default value for the parameter if value not specified>"
"allowedValues": "<list of allowed values>"
},
"<parameter_name>": {
...
}
}

以下は、各パラメータオブジェクトでのコーディング規則です。
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• パラメータ名と type は必須です。その他のプロパティはすべてオプションです。
• defaultValue プロパティを指定する場合のパラメータはオプションです。それ以外の場合、パラメー
タは必須であり、この設計図からワークフローを作成するデータアナリストは、その値を提供する必要
があります。
• collection プロパティに true を設定した場合、このパラメータは値のコレクションを参照できま
す。コレクションは、任意のデータ型にすることができます。
• allowedValues を指定すると、ブループリントからワークフローを作成する際にデータアナリストが
選択する、値のドロップダウンリストが AWS Glue コンソールに表示されます。
type で使用可能な値を以下に示します。
パラメータのデータ型

メモ

String

-

Integer

-

Double

-

Boolean

指定できる値は true および false です。AWS Glue コンソールの [Create
a workflow from <blueprint>] (<blueprint> からのワークフローの作成) ページ
で、チェックボックスを生成します。

S3Uri

s3:// で開始する Amazon S3 パスを完成させます。[Create a workflow from
<blueprint>] (<blueprint> からのワークフローの作成) ページで、テキスト
フィールドおよび [Browse] (参照) ボタンを生成します。

S3Bucket

Amazon S3 バケット名のみ。[Create a workflow from <blueprint>]
(<blueprint> からのワークフローの作成) ページで、バケットピッカーを生成
します。

IAMRoleArn

AWS Identity and Access Management (IAM ロール) の Amazon リソース
ネーム (ARN)。[Create a workflow from <blueprint>] (<blueprint> からのワー
クフローの作成) ページで、ロールピッカーを生成します。

IAMRoleName

IAM ロールの名前。[Create a workflow from <blueprint>] (<blueprint> からの
ワークフローの作成) ページで、ロールピッカーを生成します。

設計図プロジェクト例
データ形式の変換は、抽出、変換、ロード (ETL) で頻繁に行われるユースケースです。一般的な分析ワー
クロードでは、CSV や JSON などのテキスト形式よりも、Parquet や ORC などの列ベースのファイル形
式の使用が好まれます。このサンプル設計図を使用すると、Amazon S3 上のファイルで、CSV/JSON/そ
の他のデータを Parquet に変換できます。
この設計図では、設計図パラメータで定義された S3 パスのリストを取得し、そのデータを Parquet 形式
に変換した上で、別の設計図パラメータで指定された S3 のロケーションに書き込んでいます。このレイ
アウトスクリプトは、パスごとにクローラとジョブを作成します。また、このレイアウトスクリプトで
は、Conversion.py 内の ETL スクリプトを、別の設計図パラメータで指定された S3 バケットにアップ
ロードしています。その後、このレイアウトスクリプトは、アップロードされたスクリプトを各ジョブの
ETL スクリプトとして指定します。プロジェクト用の ZIP アーカイブには、レイアウトスクリプト、ETL
スクリプト、および設計図の設定ファイルが含まれています。
その他の設計図プロジェクトの例については、「設計図の例 (p. 467)」を参照してください。
以下は、Layout.py ファイル内にあるレイアウトスクリプトです。
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from awsglue.blueprint.workflow import *
from awsglue.blueprint.job import *
from awsglue.blueprint.crawler import *
import boto3
s3_client = boto3.client('s3')
# Ingesting all the S3 paths as Glue table in parquet format
def generate_layout(user_params, system_params):
#Always give the full path for the file
with open("ConversionBlueprint/Conversion.py", "rb") as f:
s3_client.upload_fileobj(f, user_params['ScriptsBucket'], "Conversion.py")
etlScriptLocation = "s3://{}/Conversion.py".format(user_params['ScriptsBucket'])
crawlers = []
jobs = []
workflowName = user_params['WorkflowName']
for path in user_params['S3Paths']:
tablePrefix = "source_"
crawler = Crawler(Name="{}_crawler".format(workflowName),
Role=user_params['PassRole'],
DatabaseName=user_params['TargetDatabase'],
TablePrefix=tablePrefix,
Targets= {"S3Targets": [{"Path": path}]})
crawlers.append(crawler)
transform_job = Job(Name="{}_transform_job".format(workflowName),
Command={"Name": "glueetl",
"ScriptLocation": etlScriptLocation,
"PythonVersion": "3"},
Role=user_params['PassRole'],
DefaultArguments={"--database_name":
user_params['TargetDatabase'],
"--table_prefix": tablePrefix,
"--region_name": system_params['region'],
"--output_path":
user_params['TargetS3Location']},
DependsOn={crawler: "SUCCEEDED"},
WaitForDependencies="AND")
jobs.append(transform_job)
conversion_workflow = Workflow(Name=workflowName, Entities=Entities(Jobs=jobs,
Crawlers=crawlers))
return conversion_workflow

以下は、対応する設計図の設定ファイル blueprint.cfg です。
{

"layoutGenerator": "ConversionBlueprint.Layout.generate_layout",
"parameterSpec" : {
"WorkflowName" : {
"type": "String",
"collection": false,
"description": "Name for the workflow."
},
"S3Paths" : {
"type": "S3Uri",
"collection": true,
"description": "List of Amazon S3 paths for data ingestion."
},
"PassRole" : {
"type": "IAMRoleName",
"collection": false,
"description": "Choose an IAM role to be used in running the job/crawler"
},
"TargetDatabase": {
"type": "String",
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"collection" : false,
"description": "Choose a database in the Data Catalog."

},
"TargetS3Location": {
"type": "S3Uri",
"collection" : false,
"description": "Choose an Amazon S3 output path: ex:s3://<target_path>/."
},
"ScriptsBucket": {
"type": "S3Bucket",
"collection": false,
"description": "Provide an S3 bucket name(in the same AWS Region) to store the
scripts."
}
}

}

以下に示す、ファイル Conversion.py 内のスクリプトは、アップロードされた ETL スクリプトです。
ここでは、変換中にパーティション分割スキームが保持されることに注意してください。
import sys
from pyspark.sql.functions import *
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.transforms import *
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job
from awsglue.utils import getResolvedOptions
import boto3
args = getResolvedOptions(sys.argv, [
'JOB_NAME',
'region_name',
'database_name',
'table_prefix',
'output_path'])
databaseName = args['database_name']
tablePrefix = args['table_prefix']
outputPath = args['output_path']
glue = boto3.client('glue', region_name=args['region_name'])
glue_context = GlueContext(SparkContext.getOrCreate())
spark = glue_context.spark_session
job = Job(glue_context)
job.init(args['JOB_NAME'], args)
def get_tables(database_name, table_prefix):
tables = []
paginator = glue.get_paginator('get_tables')
for page in paginator.paginate(DatabaseName=database_name, Expression=table_prefix
+"*"):
tables.extend(page['TableList'])
return tables
for table in get_tables(databaseName, tablePrefix):
tableName = table['Name']
partitionList = table['PartitionKeys']
partitionKeys = []
for partition in partitionList:
partitionKeys.append(partition['Name'])
# Create DynamicFrame from Catalog
dyf = glue_context.create_dynamic_frame.from_catalog(
name_space=databaseName,
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)

table_name=tableName,
additional_options={
'useS3ListImplementation': True
},
transformation_ctx='dyf'

# Resolve choice type with make_struct
dyf = ResolveChoice.apply(
frame=dyf,
choice='make_struct',
transformation_ctx='resolvechoice_' + tableName
)
# Drop null fields
dyf = DropNullFields.apply(
frame=dyf,
transformation_ctx="dropnullfields_" + tableName
)
# Write DynamicFrame to S3 in glueparquet
sink = glue_context.getSink(
connection_type="s3",
path=outputPath,
enableUpdateCatalog=True,
partitionKeys=partitionKeys
)
sink.setFormat("glueparquet")
sink.setCatalogInfo(
catalogDatabase=databaseName,
catalogTableName=tableName[len(tablePrefix):]
)
sink.writeFrame(dyf)
job.commit()

Note
このサンプルの設計図に対し、入力として提供できる Amazon S3 パスは 2 つだけです。これ
は、AWS Glue トリガーが呼び出すことができるクローラアクションが、2 つだけに制限されて
いるためです。

設計図をテストする
コードの開発時には、ローカルなテストを実行して、ワークフローのレイアウトに誤りがないことを確認
する必要があります。
ローカルテストでは AWS Glue ジョブ、クローラ、トリガーは生成されません。代わりに、レイアウトス
クリプトをローカルで実行し、to_json() および validate() メソッドによりオブジェクトを画面表示
し、エラーを発見します。これらのメソッドは、ライブラリで定義されている 3 つのクラスすべてで使用
できます。
user_params がレイアウト関数に渡す、引数 system_params および AWS Glue を処理するには 2 つの
方法があります。テストベンチコードでは、サンプル設計図パラメータ値のディクショナリを作成し、そ
れを引数 user_params としてレイアウト関数に渡すことができます。または、user_params への参照
を削除し、その部分をハードコーディングのための文字列に置き換えます。
コードの引数 system_params の中で、region および accountId プロパティを利用している場合に
は、system_params を独自の辞書に含めて渡すことができます。
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設計図をテストするには
1.
2.
3.

Python インタプリタをライブラリのあるディレクトリで起動するか、設計図ファイルならびに提供さ
れたライブラリを、希望の統合開発環境 (IDE) にロードします。
コードによって提供されたライブラリがインポートされていることを確認します。
任意のエンティティまたは Workflow オブジェクトで validate() または to_json() 呼び出すた
めのコードを、レイアウト関数に追加します。例えば、コードが mycrawler という名前の Crawler
オブジェクトを作成する場合には、以下のように validate() を呼び出せます。
mycrawler.validate()

mycrawler は以下のように表示できます。
print(mycrawler.to_json())

オブジェクトで to_json を呼び出す場合、別途 validate() を呼び出す必要はありませ
ん。validate() は to_json() により呼び出されます。
これにより、ワークフローオブジェクトでのこれらのメソッドの呼び出しが、最も効率的に行えま
す。スクリプトで、ワークフローオブジェクトに my_workflow と名前を付けているのであれば、次
のようにワークフローオブジェクトを検証して画面表示します。
print(my_workflow.to_json())

to_json() と validate() の詳細については、「クラスメソッド (p. 466)」を参照してくださ
い。
また、このセクションの後半の例に示すように、pprint をインポートし、ワークフローオブジェク
トを書式を設定しながら表示することも可能です。
4.

コードを実行し、エラーを修正した上で、最後に validate() または to_json() の呼び出しを削除
します。

Example
次の例では、サンプルの設計図パラメータのディクショナリを構築し、それをレイアウト関数
generate_compaction_workflow の引数 user_params に渡す方法を示しています。また、生成され
たワークフローオブジェクトを、書式を指定しながら印刷するための方法も示しています。
from
from
from
from

pprint import pprint
awsglue.blueprint.workflow import *
awsglue.blueprint.job import *
awsglue.blueprint.crawler import *

USER_PARAMS = {"WorkflowName": "compaction_workflow",
"ScriptLocation": "s3://awsexamplebucket1/scripts/threaded-compaction.py",
"PassRole": "arn:aws:iam::111122223333:role/GlueRole-ETL",
"DatabaseName": "cloudtrial",
"TableName": "ct_cloudtrail",
"CoalesceFactor": 4,
"MaxThreadWorkers": 200}
def generate_compaction_workflow(user_params: dict, system_params: dict) -> Workflow:
compaction_job = Job(Name=f"{user_params['WorkflowName']}_etl_job",
Command={"Name": "glueetl",
"ScriptLocation": user_params['ScriptLocation'],
"PythonVersion": "3"},
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Role="arn:aws:iam::111122223333:role/AWSGlueServiceRoleDefault",
DefaultArguments={"DatabaseName": user_params['DatabaseName'],
"TableName": user_params['TableName'],
"CoalesceFactor": user_params['CoalesceFactor'],
"max_thread_workers":
user_params['MaxThreadWorkers']})
catalog_target = {"CatalogTargets": [{"DatabaseName": user_params['DatabaseName'],
"Tables": [user_params['TableName']]}]}
compacted_files_crawler = Crawler(Name=f"{user_params['WorkflowName']}_post_crawl",
Targets = catalog_target,
Role=user_params['PassRole'],
DependsOn={compaction_job: "SUCCEEDED"},
WaitForDependencies="AND",
SchemaChangePolicy={"DeleteBehavior": "LOG"})
compaction_workflow = Workflow(Name=user_params['WorkflowName'],
Entities=Entities(Jobs=[compaction_job],
Crawlers=[compacted_files_crawler]))
return compaction_workflow
generated = generate_compaction_workflow(user_params=USER_PARAMS, system_params={})
gen_dict = generated.to_json()
pprint(gen_dict)

設計図を公開する
作成した設計図は、Amazon S3 にアップロードする必要があります。これには、設計図を公開するために
使用する Amazon S3 バケットに対する、書き込みアクセス許可が必要です。また、ブループリントの登
録を行う AWS Glue 管理者には、Amazon S3 バケットからの読み取りアクセスが許可されている必要が
あります。AWS Identity and Access Management 設計図でのペルソナおよびロールのために提案されてい
る、AWS Glue (IAM) アクセス許可ポリシーについては、「AWS Glue ブループリントでのペルソナおよび
ロール用のアクセス許可 (p. 445)」を参照してください。

設計図を公開するには
1.

必要なスクリプト、リソース、および設計図の設定ファイルを作成します。

2.

すべてのファイルを ZIP アーカイブに追加し、その ZIP ファイルを Amazon S3 にアップロードしま
す。設計図を登録し実行するリージョンと、同じリージョンにある S3 バケットを使用します。
ZIP ファイルは、次のコマンドを使用して、コマンドラインから作成することができます。
zip -r folder.zip folder

3.

AWS での希望するアカウントに読み取りアクセス許可を付与する、バケットポリシーを追加します。
次に、そのポリシー例を示します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
},
"Action": "s3:GetObject",
"Resource": "arn:aws:s3:::my-blueprints/*"
}
]
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}

4.

Amazon S3 バケットに対する IAM の s3:GetObject の許可を、AWS Glue 管理者またはブループリ
ントを登録する任意のユーザーに付与します。管理者に付与するポリシーの例については、「ブルー
プリントのための AWS Glue 管理者のアクセス許可 (p. 446)」を参照してください。

ブループリントに関するローカルでのテストが完了したら、AWS Glue 上でもブループリントをテストし
ます。ブループリントを AWS Glue 上でテストするには、登録が完了している必要があります。登録され
た設計図を表示できるユーザーを制限するには、IAM 認証を使用するか、テスト用に分離されたアカウン
トを使用します。

以下も参照してください。
• AWS Glue でブループリントを登録する (p. 467)

AWS Glue ブループリントクラスリファレンス
AWS Glue ブループリント用のライブラリでは、ワークフローレイアウトスクリプトで使用する 3 つのク
ラス (Job、Crawler、および Workflow) を定義します。
トピック
• Job クラス (p. 464)
• Crawler クラス (p. 465)
• Workflow クラス (p. 466)
• クラスメソッド (p. 466)

Job クラス
Job クラスは、AWS Glue での ETL ジョブを表します。
必須のコンストラクター引数
Job クラスのコンストラクタに必須な引数を、以下に示します。
引数名

型

説明

Name

str

ジョブに割り当てる名前。AWS Glue では他のブ
ループリントの実行で作成されたジョブとの区別す
るため、名前にはランダムに生成されるサフィック
スを付けています。

Role

str

ジョブが実行中に引き受けるロールの Amazon リ
ソースネーム (ARN)。

Command

dict

API ドキュメントの JobCommand 構造 (p. 898)
に掲載されている Job コマンド。

オプションのコンストラクター引数
Job クラスのコンストラクタで、オプションとなっている引数を以下に示します。
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引数名

型

説明

DependsOn

dict

ジョブが依存するワークフローエンティティの一
覧。詳細については、DependsOn 引数を使用す
る (p. 456) を参照してください。

WaitForDependencies

str

実行前のジョブが、依存するすべてのエンティティ
が完了するまで待機するのか、あるいは任意のエン
ティティが完了することを待つのかを示します。詳
細については、WaitForDependencies 引数を使用す
る (p. 456) を参照してください。ジョブが 1 つの
エンティティのみに依存する場合は、この設定は省
略します。

(ジョブプロパティ)

-

Job 構造 (p. 895) API ドキュメント (AWS Glue と
CreatedOn 以外)LastModifiedOn の一覧に掲載
されている、いずれかのジョブのプロパティ。

Crawler クラス
Crawler クラスは、AWS Glue でのクローラーを表します。
必須のコンストラクター引数
Crawler クラスのコンストラクタに必須な引数を、以下に示します。
引数名

型

説明

Name

str

AWS Glue は、ランダムに生成されたサフィックス
をクローラーの名前に付加することで、異なるブ
ループリントの実行によって作成されたクローラを
区別します。

Role

str

クローラが実行中に引き受ける必要のあるロールの
ARN。

Targets

dict

クロールするターゲットのコレクション。Targets
クラスコンストラクターの引数は、API ドキュメン
トの CrawlerTargets 構造 (p. 835) に定義されてい
ます。Targets コンストラクタの引数はすべてオ
プションです。ただし、少なくとも 1 つを渡す必要
があります。

オプションのコンストラクター引数
Crawler クラスのコンストラクタで、オプションとなっている引数を以下に示します。
引数名

型

説明

DependsOn

dict

クローラが依存するワークフローエンティティのリ
スト。詳細については、DependsOn 引数を使用す
る (p. 456) を参照してください。

WaitForDependencies

str

実行前のクローラが、依存するすべてのエンティ
ティが完了するまで待機するのか、任意のエンティ
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引数名

型

説明
ティが完了することを待つのかを示します。詳細
については、WaitForDependencies 引数を使用す
る (p. 456) を参照してください。クローラが 1 つ
のエンティティのみに依存する場合は、この設定は
省略します。

(クローラのプロパティ)

-

Crawler 構造 (p. 834) API ドキュメントの AWS
Glue の一覧に掲載されている、いずれかのクローラ
のプロパティ (以下のものを除く)。
• State
• CrawlElapsedTime
• CreationTime
• LastUpdated
• LastCrawl
• Version

Workflow クラス
Workflow クラスは、AWS Glue の ワークフローを表します。ワークフローレイアウトスクリプト
は、Workflow オブジェクト。AWS Glue でこのオブジェクトに基づいてワークフローを作成します。
必須のコンストラクター引数
Workflow クラスのコンストラクタに必須な引数を、以下に示します。
引数名

型

説明

Name

str

ワークフローに割り当てる名前。

Entities

Entities

ワークフローに含めるエンティティ (ジョブおよび
クローラ) のコレクション。Entities クラスのコ
ンストラクタは、引数 Jobs (Job オブジェクトの
リスト)、および、Crawlers 引数 (Crawler オブ
ジェクトのリスト) を受け取ります。

オプションのコンストラクター引数
Workflow クラスのコンストラクタで、オプションとなっている引数を以下に示します。
引数名

型

説明

Description

str

「」を参照してくださいWorkflow 構造 (p. 976)

DefaultRunProperties

dict

「」を参照してくださいWorkflow 構造 (p. 976)

OnSchedule

str

cron 式

クラスメソッド
上記の 3 つのクラスには、以下のメソッドが含まれています。
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validate()
オブジェクトのプロパティを検証し、エラーが見つかった場合はメッセージを出力して終了します。
エラーが発見されない場合は、出力を生成しません。Workflow クラスでは、ワークフロー内のすべ
てのエンティティで、自分自身を呼び出します。
to_json()
オブジェクトを JSON としてシリアル化します。また、validate() を呼び出します。Workflow ク
ラスでは、この JSON オブジェクトにはジョブとクローラのリストと、ジョブとクローラの依存関係
の仕様によって生成されたトリガーのリストが含まれます。

設計図の例
AWS Glue ブループリント の Githubリポジトリには、設計図プロジェクトの例が多数提供されています。
これらのサンプルは参考用であり、本番での使用は意図されていません。
これらのサンプルプロジェクトのタイトルを以下に示します。
• Compaction: この設計図では、必要なファイルサイズに基づいて、複数の入力ファイルをより大きな
チャンクの中に圧縮するジョブを作成します。
• Conversion: この設計図では、さまざまな標準ファイル形式の入力ファイルを、分析ワークロード向け
に最適化された Apache Parquet 形式に変換します。
• Crawling Amazon S3 locations:この設計図は、複数の Amazon S3 ロケーションをクロールして、Data
Catalog にメタデータテーブルを追加します。
• Custom connection to Data Catalog: この設計図では、AWS Glue のカスタムコネクタを使用しデータス
トアにアクセスします。レコードを読み取り、レコードスキーマに基づいて AWS Glue データカタログ
のテーブル定義を設定します。
• Encoding: この設計図では、UTF 以外のファイルを UTF エンコードされたファイルに変換します。
• Partitioning: この設計図では、パーティショニングジョブを作成します。特定のパーティションキーに基
づいて出力ファイルをパーティションに配置します。
• Importing Amazon S3 data into a DynamoDB table: この設計図では、Amazon S3 から DynamoDB テー
ブルにデータをインポートします。
• Standard table to governed: この設計図では、Lake Formation テーブルに AWS Glue データカタログ
テーブルをインポートします。

AWS Glue でブループリントを登録する
AWS Glue デベロッパーが設計図をコーディングして、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) に
ZIP アーカイブをアップロードした後、AWS Glue 管理者はその設計図を登録する必要があります。設計
図は、登録されることで使用が可能になります。
ブループリントを登録すると、AWS Glue はブループリントアーカイブを予約済みの Amazon S3 ロケー
ションにコピーします。その後、アーカイブは、アップロードした場所から削除できます。
設計図を登録するには、アップロードされたアーカイブが保存される Amazon S3 ロケーションに対す
る、読み取りアクセス許可が必要です。また、AWS Identity and Access Management (IAM) のアクセス
許可 glue:CreateBlueprint も必要です。ブループリントの登録、表示、および保守を行う必要があ
る AWS Glue 管理者のために、提案されているアクセス許可については、ブループリントのための AWS
Glue 管理者のアクセス許可 (p. 446) を参照してください。
ブループリントは AWS Glue コンソール、AWS Glue API、または AWS Command Line Interface (AWS
CLI) を使用して登録できます。
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設計図を登録するには (コンソール)
1.

Amazon S3 にある設計図の ZIP アーカイブに対する、読み取りアクセス許可 (s3:GetObject) が付
与されていることを確認します。

2.

https://console.aws.amazon.com/glue/ で AWS Glue コンソール を開きます。
設計図を登録するための、アクセス許可が付与されたユーザーとしてサインインします。設計図の
ZIP アーカイブを含む Amazon S3 バケットと同じ、AWS リージョンに切り替えます。

3.

ナビゲーションペインで [Blueprints] (ブループリント) を選択します。次に、[Blueprints] (設計図)
ページで [Add blueprint] (設計図を追加) をクリックします。

4.

設計図の名前と、必要に応じて説明を入力します。

5.

[ZIP archive location (S3)] (ZIP アーカイブの場所 (S3))に、アップロードされた設計図の ZIP アーカイ
ブがある Amazon S3 パスを入力します。パスの先頭は s3:// で開始し、またアーカイブのファイル
名を含めます。

6.

(オプション) 1 つ以上のタグを追加します。

7.

[Add blueprint] (設計図を追加) をクリックします。
[Blueprints] (設計図) ページが再び開き、設計図のステータスが「CREATING」となっていることを表
示します。ステータスが「ACTIVE」または「FAILED」に変わるまで、[Refresh] (更新) ボタンをク
リックします。

8.

ステータスが「FAILED」となった場合は、設計図を選択した上で、[Actions] (アクション) メニュー
で [View] (表示) をクリックします。
詳細ページに、失敗の理由が表示されます。エラーメッセージが、「Unable to access object at
location...」または「Access denied on object at location...」となっている場合は、以下の要件を確認
してください。
• サインインしているユーザーには、Amazon S3 内にある設計図の ZIP アーカイブに対する読み取り
アクセス許可が必要です。
• ZIP アーカイブを含む Amazon S3 バケットには、オブジェクトに対する読み取りアクセス許可を
AWS アカウント ID に付与するためのバケットポリシーが必要です。(詳細については、AWS Glue
のブループリントの開発 (p. 450) を参照してください)。
• 使用している Amazon S3 バケットは、コンソールでサインインしているリージョンと同じリー
ジョンにあることが必要です。

9.

データアナリストに、設計図へのアクセス許可が付与されていることを確認します。
データアナリストのために提案された IAM ポリシーは、「設計図のためのデータアナリストの権
限 (p. 446)」で確認できます。このポリシーでは、任意のリソースに glue:GetBlueprint を付与
します。リソースレベルでポリシーをより細かく設定している場合には、その新しく作成したリソー
スに対するアクセス許可をデータアナリストに付与します。

設計図を登録するには (AWS CLI)
1.

次の コマンドを入力します。
aws glue create-blueprint --name <blueprint-name> [--description <description>] -blueprint-location s3://<s3-path>/<archive-filename>

2.

設計図のステータスを確認するには、次のコマンドを入力します。ステータスが ACTIVE または
FAILED に変化するまで、このコマンドを繰り返します。
aws glue get-blueprint --name <blueprint-name>
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ステータスが FAILED となり、エラーメッセージに「Unable to access object at location...」または
「Access denied on object at location...」が出力された場合は、以下の要件を確認してください。
• サインインしているユーザーには、Amazon S3 内にある設計図の ZIP アーカイブに対する読み取り
アクセス許可が必要です。
• ZIP アーカイブを含む Amazon S3 バケットには、オブジェクトに対する読み取りアクセス許可を
AWS アカウント ID に付与するためのバケットポリシーが必要です。詳細については、設計図を公
開する (p. 463) を参照してください。
• 使用している Amazon S3 バケットは、コンソールでサインインしているリージョンと同じリー
ジョンにあることが必要です。

以下も参照してください。
• AWS Glue のブループリント概要 (p. 448)

AWS Glue でブループリントを表示する
設計図を表示して、その説明とステータスおよびパラメータ仕様を確認し、設計図の ZIP アーカイブをダ
ウンロードします。
ブループリントを表示するには、AWS Glue コンソール、AWS Glue API、または AWS Command Line
Interface (AWS CLI) を使用します。

設計図を表示するには (コンソール)
1.

https://console.aws.amazon.com/glue/ で AWS Glue コンソール を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Blueprints] (ブループリント) を選択します。

3.

[Blueprints] (設計図) ページで、設計図を選択します。次に、[Actions] (アクション) メニューで [View]
(表示) をクリックします。

設計図を表示するには (AWS CLI)
•

設計図の名前、説明、ステータスのみを表示するには、次のコマンドを入力します。<blueprintname>は、表示する設計図の名前に置き換えます。
aws glue get-blueprint --name <blueprint-name>

次のような出力が表示されます。
{

}

"Blueprint": {
"Name": "myDemoBP",
"CreatedOn": 1587414516.92,
"LastModifiedOn": 1587428838.671,
"BlueprintLocation": "s3://awsexamplebucket1/demo/DemoBlueprintProject.zip",
"Status": "ACTIVE"
}

以下のコマンドを入力することで、パラメータの仕様も表示できます。
aws glue get-blueprint --name <blueprint-name>
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次のような出力が表示されます。
{

"Blueprint": {
"Name": "myDemoBP",
"CreatedOn": 1587414516.92,
"LastModifiedOn": 1587428838.671,
"ParameterSpec": "{\"WorkflowName\":{\"type\":\"String\",\"collection\":false,
\"description\":null,\"defaultValue\":null,\"allowedValues\":null},\"PassRole\":
{\"type\":\"String\",\"collection\":false,\"description\":null,\"defaultValue\":null,
\"allowedValues\":null},\"DynamoDBTableName\":{\"type\":\"String\",\"collection
\":false,\"description\":null,\"defaultValue\":null,\"allowedValues\":null},
\"ScriptLocation\":{\"type\":\"String\",\"collection\":false,\"description\":null,
\"defaultValue\":null,\"allowedValues\":null}}",
"BlueprintLocation": "s3://awsexamplebucket1/demo/DemoBlueprintProject.zip",
"Status": "ACTIVE"
}
}

引数 --include-blueprint を使用して、出力に URL を含めることもできます。この URL をブラ
ウザに貼り付けて、AWS Glue に保存されているブループリントの zip アーカイブをダウンロードで
きます。

以下も参照してください。
• AWS Glue のブループリント概要 (p. 448)

AWS Glue でブループリントを更新する
レイアウトスクリプトの改訂、設計図のパラメータセットの改訂、またはサポートファイルの改訂が行わ
れた場合は、設計図を更新できます。更新により、新しいバージョンの設計図が作成されます。
設計図を更新した場合でも、その設計図から作成された既存のワークフローに影響は与えません。
設計図の更新には、AWS Glue コンソール、AWS Glue API、または AWS Command Line Interface (AWS
CLI) を使用します。
以下に示す手順では、AWS Glue デベロッパーが、設計図の ZIP アーカイブを Amazon S3 で作成および
アップロードし、その更新を行うと想定しています。

設計図を更新するには (コンソール)
1.

Amazon S3 にある設計図の ZIP アーカイブに対する、読み取りアクセス許可 (s3:GetObject) が付
与されていることを確認します。

2.

https://console.aws.amazon.com/glue/ で AWS Glue コンソール を開きます。
設計図を更新するためのアクセス許可が付与されたユーザーとしてサインインします。設計図の ZIP
アーカイブを含む Amazon S3 バケットと同じ、AWS リージョンに切り替えます。

3.

ナビゲーションペインで [Blueprints] (ブループリント) を選択します。

4.

[Blueprints] (設計図) ページで設計図を選択し、[Actions] (アクション) メニューで、[Edit] (編集) をク
リックします。

5.

[Edit a blueprint] (設計図の編集) ページで、設計図の [Description] (説明)、もしくは [ZIP archive
location (S3)] (ZIP アーカイブの場所 (S3)) を更新します。パスにはアーカイブのファイル名を含める
必要があります。

6.

[Save] を選択します。
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[Blueprints] (設計図) ページが再び開き、設計図のステータスが「UPDATING」となっていることを表
示します。ステータスが「ACTIVE」または「FAILED」に変わるまで、[Refresh] (更新) ボタンをク
リックします。
7.

ステータスが「FAILED」となった場合は、設計図を選択した上で、[Actions] (アクション) メニュー
で [View] (表示) をクリックします。
詳細ページに、失敗の理由が表示されます。エラーメッセージが、「Unable to access object at
location...」または「Access denied on object at location...」となっている場合は、以下の要件を確認
してください。
• サインインしているユーザーには、Amazon S3 内にある設計図の ZIP アーカイブに対する読み取り
アクセス許可が必要です。
• ZIP アーカイブを含む Amazon S3 バケットには、オブジェクトに対する読み取りアクセス許可を
AWS アカウント ID に付与するためのバケットポリシーが必要です。詳細については、設計図を公
開する (p. 463) を参照してください。
• 使用している Amazon S3 バケットは、コンソールでサインインしているリージョンと同じリー
ジョンにあることが必要です。

Note
更新が失敗した場合、次回の設計図実行では、正常に登録または更新された設計図の最新
バージョンが使用されます。

設計図を更新するには (AWS CLI)
1.

次の コマンドを入力します。
aws glue update-blueprint --name <blueprint-name> [--description <description>] -blueprint-location s3://<s3-path>/<archive-filename>

2.

設計図のステータスを確認するには、次のコマンドを入力します。ステータスが ACTIVE または
FAILED に変化するまで、このコマンドを繰り返します。
aws glue get-blueprint --name <blueprint-name>

ステータスが FAILED となり、エラーメッセージに「Unable to access object at location...」または
「Access denied on object at location...」が出力された場合は、以下の要件を確認してください。
• サインインしているユーザーには、Amazon S3 内にある設計図の ZIP アーカイブに対する読み取り
アクセス許可が必要です。
• ZIP アーカイブを含む Amazon S3 バケットには、オブジェクトに対する読み取りアクセス許可を
AWS アカウント ID に付与するためのバケットポリシーが必要です。詳細については、設計図を公
開する (p. 463) を参照してください。
• 使用している Amazon S3 バケットは、コンソールでサインインしているリージョンと同じリー
ジョンにあることが必要です。

以下も参照してください。
• AWS Glue のブループリント概要 (p. 448)
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AWS Glue で設計図からワークフローを作成する
AWS Glue ワークフローはコンポーネントを 1 つずつ手動で作成したり、AWS Glue ブループリン
ト (p. 448)からワークフローを作成することもできます。AWS Glue には一般的なユースケースのブルー
プリントが含まれます。AWS Glue デベロッパーが、追加の設計図を作成することも可能です。

Important
ワークフロー内のジョブ、クローラ、トリガーの総数を 100 以下に制限します。100 を超える値
を含めると、ワークフローの実行を再開または停止しようとしたときにエラーが発生することが
あります。
設計図を使用すると、設計図で定義されている一般化されたユースケースをベースにしながら、特定の
ユースケース向けのワークフローをすばやく生成できます。設計図パラメータの値を指定することで、特
定のユースケースを定義します。例えば、データセットをパーティション化する設計図では、パラメータ
として Amazon S3 のソースとターゲットのパスを使用します。
AWS Glue は、ブループリントを実行することで、そのブループリントからワークフローを作成します。
設計図の実行では、指定したパラメータ値が保存されます。このパラメータは、ワークフローとそのコ
ンポーネントの作成に関する進行状況と結果を追跡するためにも使用されます。ワークフローをトラブ
ルシューティングする場合は、設計図の実行を表示して、ワークフローの作成に使用された設計図のパラ
メータ値を確認します。
ワークフローを作成および表示するには、特定の IAM アクセス許可が必要です。提案されている IAM ポ
リシーについては、「設計図のためのデータアナリストの権限 (p. 446)」を参照してください。
ブループリントからワークフローを作成するには、AWS Glue コンソール、AWS Glue API、または AWS
Command Line Interface (AWS CLI) を使用します。

設計図からワークフローを作成するには (コンソール)
1.

https://console.aws.amazon.com/glue/ で AWS Glue コンソール を開きます。
ワークフローを作成するための、アクセス許可が付与されたユーザーとしてサインインします。

2.

ナビゲーションペインで [Blueprints] (ブループリント) を選択します。

3.

設計図を選択し、[Actions] (アクション) メニューで、[Create workflow] (ワークフローの作成) をク
リックします。

4.

[Create a workflow from <blueprint-name>] (<blueprint-name> からのワークフローの作成) ページで、
以下の情報を入力します。
設計図パラメータ
これらのパラーメータは、設計図の構成によって異なります。パラメータについては、デベロッ
パーにお問い合わせください。設計図には、通常、ワークフロー名がパラメータとして含まれて
います。
[IAM role] (IAM ロール)
ワークフローとそのコンポーネントを作成するために、AWS Glue が引き受けるロールです。
ロールには、ワークフロー、ジョブ、クローラ、トリガーを作成および削除するための、アクセ
ス許可が付与されている必要があります。提案されているロールのポリシーについては、「設計
図のロール用のアクセス許可 (p. 447)」を参照してください。

5.

[Submit] (送信) を選択します。
[Blueprint Details] (設計図の詳細) ページが表示され、その下部に設計図の実行が一覧表示されます。

6.

設計図の実行の一覧で、最上位にある設計図の実行から、ワークフローの作成ステータスを確認しま
す。
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初期ステータスは、RUNNING です。ステータスが SUCCEEDED または FAILED に遷移するまで、
[Refresh] (更新) ボタンをクリックします。
7.

次のいずれかを実行します。
• 完了ステータスが SUCCEEDED であれば、[Workflows] (ワークフロー) ページを開き、新しく作成し
たワークフローを選択して実行できます。ワークフローを実行する前に、設計グラフを確認するこ
とができます。
• 完了ステータスが FAILED の場合には、設計図実行を選択した上で [Actions] (アクション) メニュー
で [View] (表示) をクリックし、エラーメッセージを表示します。

Express ワークフローと サービス統合の詳細については、以下を参照してください。
• AWS Glue のワークフローの概要 (p. 419)
• AWS Glue でブループリントを更新する (p. 470)
• AWS Glue でワークフローを手動により作成および構築する (p. 421)

AWS Glue でブループリントの実行を表示する
設計図の実行を表示して、次の情報を表示します。
• 作成されたワークフローの名前。
• ワークフローの作成に使用された設計図のパラメータ値。
• ワークフロー作成オペレーションのステータス。
ブループリントを表示するには、AWS Glue コンソール、AWS Glue API、または AWS Command Line
Interface (AWS CLI) を使用します。

設計図の実行を表示するには (コンソール)
1.
2.

https://console.aws.amazon.com/glue/ で AWS Glue コンソール を開きます。
ナビゲーションペインで [Blueprints] (ブループリント) を選択します。

3.

[Blueprints] (設計図) ページで、設計図を選択します。次に、[Actions] (アクション) メニューで [View]
(表示) をクリックします。

4.

[Blueprint Details] (設計図の詳細) ページの最下部で、設計図の実行を選択し、[Actions] (アクション)
メニューから [View] 表示を選択します。

設計図の実行を表示するには (AWS CLI)
•

次の コマンドを入力します。<blueprint-name> を設計図の名前に置き換えます。<blueprintrun-id> を設計図の実行の ID に置き換えます。
aws glue get-blueprint-run --blueprint-name <blueprint-name> --run-id <blueprint-runid>

以下も参照してください。
• AWS Glue のブループリント概要 (p. 448)
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AWS Glue 用の AWS
CloudFormation
AWS CloudFormation は、多くの AWS リソースを作成できるサービスです。AWS Glue には、AWS Glue
Data Catalog でオブジェクトを作成するための API オペレーションが用意されています。ただし、AWS
Glue オブジェクトや他の関連する AWS リソースオブジェクトを AWS CloudFormation テンプレートファ
イルで定義して作成するほうが便利な場合があります。この場合、オブジェクトの作成プロセスを自動化
できます。
AWS CloudFormation では、JSON (JavaScript Object Notation) または YAML (YAML Ain't Markup
Language) のどちらかの簡略化された構文を使用し、AWS リソースの作成を記述します。AWS
CloudFormation テンプレートを使用して、データベース、テーブル、パーティション、クローラー、分類
子、接続などのデータカタログオブジェクトを定義できます。ジョブ、トリガー、開発エンドポイントな
どの ETL オブジェクトを定義することもできます。必要なすべての AWS リソースを記述するテンプレー
トを作成すると、これらのリソースが AWS CloudFormation で自動的にプロビジョニングおよび設定され
ます。
詳細については、AWS CloudFormation ユーザーガイドの「What Is AWS CloudFormation?」および
「Working with AWS CloudFormation Templates」を参照してください。
管理者として AWS Glue と互換性がある AWS CloudFormationテンプレートを使用する場合は、依存
する AWS CloudFormation および AWS のサービスとアクションにアクセス権を付与する必要がありま
す。AWS CloudFormation リソースを作成するアクセス許可を付与するには、AWS CloudFormation を使
用する IAM ユーザーに次のポリシーをアタッチします。
{

}

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

次の表は、AWS CloudFormation テンプレートで自動的に実行できるアクションの一覧です。AWS
CloudFormation テンプレートに追加できる AWS リソースタイプやプロパティタイプに関する情報へのリ
ンクが含まれています。
AWS Glue リソース:

AWS CloudFormation テンプレー AWS Glue サンプル
ト

分類子

AWS::Glue::Classifier

Grok 分類子 (p. 479)、JSON
分類子 (p. 480)、XML 分類
子 (p. 480)

Connection

AWS::Glue::Connection

MySQL 接続 (p. 483)
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AWS Glue リソース:

AWS CloudFormation テンプレー AWS Glue サンプル
ト

Crawler

AWS::Glue::Crawler

Amazon S3 クロー
ラー (p. 481)、MySQL クロー
ラー (p. 484)

データベース

AWS::Glue::Database

空のデータベー
ス (p. 475)、テーブルを含む
データベース (p. 476)

開発エンドポイント

AWS::Glue::DevEndpoint

開発エンドポイント (p. 491)

Job

AWS::Glue::Job

Amazon S3 ジョ
ブ (p. 485)、JDBC ジョ
ブ (p. 487)

機械学習変換

AWS::Glue::MLTransform

機械学習変換 (p. 490)

パーティション

AWS::Glue::Partition

テーブルのパーティショ
ン (p. 476)

テーブル

AWS::Glue::Table

データベース内のテーブ
ル (p. 476)

[Trigger] (トリガー)

AWS::Glue::Trigger

オンデマンドのトリ
ガー (p. 488)、スケジュールさ
れたトリガー (p. 489)、条件付
きトリガー (p. 489)

使用を開始するには、以下のサンプルテンプレートを独自のメタデータを使用してカスタマイズします。
次に AWS CloudFormation コンソールを使用して AWS CloudFormation スタックを作成し、AWS Glue お
よび関連サービスにオブジェクトを追加します。AWS Glue オブジェクトの多くのフィールドはオプショ
ンです。これらのテンプレートは、AWS Glue オブジェクトの使用や機能に必須または必要なフィールド
を示しています。
AWS CloudFormation テンプレートは JSON 形式または YAML 形式のいずれかで使用できます。以下の例
では、読みやすい YAML を使用しています。各例には、テンプレートで定義されている値を説明するコメ
ント (#) が含まれています。
AWS CloudFormation テンプレートには Parameters セクションを含めることができます。このセクショ
ンは、サンプルテキストを編集して変更できます。または、YAML ファイルを AWS CloudFormation コ
ンソールに送信してスタックを作成するときに変更できます。テンプレートの Resources セクションに
は、AWS Glue および関連オブジェクトの定義が含まれています。AWS CloudFormation テンプレートの
構文定義には、詳細なプロパティ構文を含むプロパティが含まれている場合があります。AWS Glue オブ
ジェクトを作成するために、すべてのプロパティが必要になるわけではありません。これらのサンプル
は、AWS Glue オブジェクトを作成するための一般的なプロパティの値の例です。

AWS Glue データベース用のサンプル AWS
CloudFormation テンプレート
Data Catalog の AWS Glue データベースにはメタデータテーブルが含まれています。このデータベース
は、構成するプロパティが非常に少なく、AWS CloudFormation テンプレートを使用して Data Catalog
に作成できます。次のサンプルテンプレートでは、使用を開始する方法と、AWS Glue での AWS
CloudFormation スタックの使い方を示します。このサンプルテンプレートで作成されるリソースは cfn-
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mysampledatabase というデータベースのみです。このデータベースは、サンプルのテキストを編集す
るか、YAML の送信時に AWS CloudFormation コンソールで値を変更することで、変更できます。
次に示すのは、AWS Glue データベースを作成するための一般的なプロパティの値の例です。AWS
CloudFormation 用の AWS Glue データベーステンプレートの詳細については、「AWS::Glue::Database」
を参照してください。

--AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
# Sample CloudFormation template in YAML to demonstrate creating a database named
mysampledatabase
# The metadata created in the Data Catalog points to the flights public S3 bucket
#
# Parameters section contains names that are substituted in the Resources section
# These parameters are the names the resources created in the Data Catalog
Parameters:
CFNDatabaseName:
Type: String
Default: cfn-mysampledatabse
# Resources section defines metadata for the Data Catalog
Resources:
# Create an AWS Glue database
CFNDatabaseFlights:
Type: AWS::Glue::Database
Properties:
# The database is created in the Data Catalog for your account
CatalogId: !Ref AWS::AccountId
DatabaseInput:
# The name of the database is defined in the Parameters section above
Name: !Ref CFNDatabaseName
Description: Database to hold tables for flights data
LocationUri: s3://crawler-public-us-east-1/flight/2016/csv/
#Parameters: Leave AWS database parameters blank

AWS Glue データベース、テーブル、およびパー
ティション用のサンプル AWS CloudFormation テ
ンプレート
AWS Glue テーブルには、ETL スクリプトで処理するデータの構造と場所を定義するメタデータが含まれ
ています。テーブル内に、データを並列処理するためのパーティションを定義できます。パーティション
は、キーを使用して定義したデータのチャンクです。たとえば、キーとして月を使用すると、1 月のすべ
てのデータが同じパーティションに含まれます。AWS Glue では、データベースにテーブルを含め、テー
ブルにパーティションを含めることができます。
次のサンプルでは、AWS CloudFormation テンプレートを使用して、データベース、テーブル、および
パーティションを事前設定する方法を示します。元のデータ形式は csv であり、カンマ (,) で区切られて
います。テーブルを作成するには事前にデータベースが必要であり、パーティションを作成するには事前
にテーブルが必要であるため、テンプレートでは DependsOn ステートメントを使用して、これらのオブ
ジェクトの作成時に相互の依存関係を定義します。
次のサンプルの値では、一般に利用可能な Amazon S3 バケットのフライトデータを含むテーブルを定義
します。わかりやすくするために、データのいくつかの列と 1 つのパーティションキーのみが定義されて
います。4 つのパーティションも Data Catalog に定義されています。基本データのストレージを記述する
いくつかのフィールドも StorageDescriptor フィールドに示されています。
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--AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
# Sample CloudFormation template in YAML to demonstrate creating a database, a table, and
partitions
# The metadata created in the Data Catalog points to the flights public S3 bucket
#
# Parameters substituted in the Resources section
# These parameters are names of the resources created in the Data Catalog
Parameters:
CFNDatabaseName:
Type: String
Default: cfn-database-flights-1
CFNTableName1:
Type: String
Default: cfn-manual-table-flights-1
# Resources to create metadata in the Data Catalog
Resources:
###
# Create an AWS Glue database
CFNDatabaseFlights:
Type: AWS::Glue::Database
Properties:
CatalogId: !Ref AWS::AccountId
DatabaseInput:
Name: !Ref CFNDatabaseName
Description: Database to hold tables for flights data
###
# Create an AWS Glue table
CFNTableFlights:
# Creating the table waits for the database to be created
DependsOn: CFNDatabaseFlights
Type: AWS::Glue::Table
Properties:
CatalogId: !Ref AWS::AccountId
DatabaseName: !Ref CFNDatabaseName
TableInput:
Name: !Ref CFNTableName1
Description: Define the first few columns of the flights table
TableType: EXTERNAL_TABLE
Parameters: {
"classification": "csv"
}
#
ViewExpandedText: String
PartitionKeys:
# Data is partitioned by month
- Name: mon
Type: bigint
StorageDescriptor:
OutputFormat: org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveIgnoreKeyTextOutputFormat
Columns:
- Name: year
Type: bigint
- Name: quarter
Type: bigint
- Name: month
Type: bigint
- Name: day_of_month
Type: bigint
InputFormat: org.apache.hadoop.mapred.TextInputFormat
Location: s3://crawler-public-us-east-1/flight/2016/csv/
SerdeInfo:
Parameters:
field.delim: ","
SerializationLibrary: org.apache.hadoop.hive.serde2.lazy.LazySimpleSerDe
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# Partition 1
# Create an AWS Glue partition
CFNPartitionMon1:
DependsOn: CFNTableFlights
Type: AWS::Glue::Partition
Properties:
CatalogId: !Ref AWS::AccountId
DatabaseName: !Ref CFNDatabaseName
TableName: !Ref CFNTableName1
PartitionInput:
Values:
- 1
StorageDescriptor:
OutputFormat: org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveIgnoreKeyTextOutputFormat
Columns:
- Name: mon
Type: bigint
InputFormat: org.apache.hadoop.mapred.TextInputFormat
Location: s3://crawler-public-us-east-1/flight/2016/csv/mon=1/
SerdeInfo:
Parameters:
field.delim: ","
SerializationLibrary: org.apache.hadoop.hive.serde2.lazy.LazySimpleSerDe
# Partition 2
# Create an AWS Glue partition
CFNPartitionMon2:
DependsOn: CFNTableFlights
Type: AWS::Glue::Partition
Properties:
CatalogId: !Ref AWS::AccountId
DatabaseName: !Ref CFNDatabaseName
TableName: !Ref CFNTableName1
PartitionInput:
Values:
- 2
StorageDescriptor:
OutputFormat: org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveIgnoreKeyTextOutputFormat
Columns:
- Name: mon
Type: bigint
InputFormat: org.apache.hadoop.mapred.TextInputFormat
Location: s3://crawler-public-us-east-1/flight/2016/csv/mon=2/
SerdeInfo:
Parameters:
field.delim: ","
SerializationLibrary: org.apache.hadoop.hive.serde2.lazy.LazySimpleSerDe
# Partition 3
# Create an AWS Glue partition
CFNPartitionMon3:
DependsOn: CFNTableFlights
Type: AWS::Glue::Partition
Properties:
CatalogId: !Ref AWS::AccountId
DatabaseName: !Ref CFNDatabaseName
TableName: !Ref CFNTableName1
PartitionInput:
Values:
- 3
StorageDescriptor:
OutputFormat: org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveIgnoreKeyTextOutputFormat
Columns:
- Name: mon
Type: bigint
InputFormat: org.apache.hadoop.mapred.TextInputFormat
Location: s3://crawler-public-us-east-1/flight/2016/csv/mon=3/
SerdeInfo:
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Parameters:
field.delim: ","
SerializationLibrary: org.apache.hadoop.hive.serde2.lazy.LazySimpleSerDe
# Partition 4
# Create an AWS Glue partition
CFNPartitionMon4:
DependsOn: CFNTableFlights
Type: AWS::Glue::Partition
Properties:
CatalogId: !Ref AWS::AccountId
DatabaseName: !Ref CFNDatabaseName
TableName: !Ref CFNTableName1
PartitionInput:
Values:
- 4
StorageDescriptor:
OutputFormat: org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveIgnoreKeyTextOutputFormat
Columns:
- Name: mon
Type: bigint
InputFormat: org.apache.hadoop.mapred.TextInputFormat
Location: s3://crawler-public-us-east-1/flight/2016/csv/mon=4/
SerdeInfo:
Parameters:
field.delim: ","
SerializationLibrary: org.apache.hadoop.hive.serde2.lazy.LazySimpleSerDe

AWS Glue Grok 分類子用のサンプル AWS
CloudFormation テンプレート
AWS Glue 分類子はデータのスキーマを決定します。1 つのタイプのカスタム分類子では、grok パターン
を使用してデータをマッチングします。パターンがマッチすると、カスタム分類子ではテーブルのスキー
マを作成し、分類子の定義に設定された値に classification を設定します。
このサンプルで作成する分類子では、message という列が 1 つあるスキーマを作成し、分類を greedy
に設定します。

--AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
# Sample CFN YAML to demonstrate creating a classifier
#
# Parameters section contains names that are substituted in the Resources section
# These parameters are the names the resources created in the Data Catalog
Parameters:
# The name of the classifier to be created
CFNClassifierName:
Type: String
Default: cfn-classifier-grok-one-column-1
#
#
# Resources section defines metadata for the Data Catalog
Resources:
# Create classifier that uses grok pattern to put all data in one column and classifies it
as "greedy".
CFNClassifierFlights:
Type: AWS::Glue::Classifier
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Properties:
GrokClassifier:
#Grok classifier that puts all data in one column
Name: !Ref CFNClassifierName
Classification: greedy
GrokPattern: "%{GREEDYDATA:message}"
#CustomPatterns: none

AWS Glue JSON 分類子用のサンプル AWS
CloudFormation テンプレート
AWS Glue 分類子はデータのスキーマを決定します。1 つのタイプのカスタム分類子では、分類のた
めの分類子の JSON データを定義する JsonPath 文字列を使用します。「Writing JsonPath Custom
Classifiers」に記載されているように、AWS Glue では JsonPath の演算子のサブセットがサポートされ
ています。
パターンが一致すると、カスタム識別子を使用してテーブルのスキーマが作成されます。
このサンプルでは、オブジェクトの Records3 配列で各スキーマを使用してスキーマを作成する識別子を
作成します。

--AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
# Sample CFN YAML to demonstrate creating a JSON classifier
#
# Parameters section contains names that are substituted in the Resources section
# These parameters are the names the resources created in the Data Catalog
Parameters:
# The name of the classifier to be created
CFNClassifierName:
Type: String
Default: cfn-classifier-json-one-column-1
#
#
# Resources section defines metadata for the Data Catalog
Resources:
# Create classifier that uses a JSON pattern.
CFNClassifierFlights:
Type: AWS::Glue::Classifier
Properties:
JSONClassifier:
#JSON classifier
Name: !Ref CFNClassifierName
JsonPath: $.Records3[*]

AWS Glue XML 分類子用のサンプル AWS
CloudFormation テンプレート
AWS Glue 分類子はデータのスキーマを決定します。1 つのタイプのカスタム分類子は、XML タグを指定
して、解析中の XML ドキュメントの各レコードを含む要素を指定します。パターンがマッチすると、カ
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スタム分類子ではテーブルのスキーマを作成し、分類子の定義に設定された値に classification を設
定します。
このサンプルで作成する分類子では、Record タグの各レコードでスキーマを作成し、分類を XML に設定
します。
--AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
# Sample CFN YAML to demonstrate creating an XML classifier
#
# Parameters section contains names that are substituted in the Resources section
# These parameters are the names the resources created in the Data Catalog
Parameters:
# The name of the classifier to be created
CFNClassifierName:
Type: String
Default: cfn-classifier-xml-one-column-1
#
#
# Resources section defines metadata for the Data Catalog
Resources:
# Create classifier that uses the XML pattern and classifies it as "XML".
CFNClassifierFlights:
Type: AWS::Glue::Classifier
Properties:
XMLClassifier:
#XML classifier
Name: !Ref CFNClassifierName
Classification: XML
RowTag: <Records>

Amazon S3 の AWS Glue クローラー用のサンプル
AWS CloudFormation テンプレート
AWS Glue クローラーでは、データに対応するメタデータテーブルをデータカタログに作成します。次
に、これらのテーブル定義を ETL ジョブのソースおよびターゲットとして使用できます。
このサンプルでは、クローラー、必要な IAM ロール、および AWS Glue データベースをデータカタログに
作成します。このクローラーを実行すると、クローラーは IAM ロールを取得し、公開フライトデータ用の
テーブルをデータベースに作成します。テーブルは、プレフィックス cfn_sample_1_ を使用して作成さ
れます。このテンプレートで作成された IAM ロールでは、グローバルのアクセス許可が付与されるので、
カスタムロールを作成する必要がある場合もあります。この分類子で定義されるカスタム分類子はありま
せん。AWS Glue の組み込み分類子がデフォルトで使用されます。
このサンプルを AWS CloudFormation コンソールに送信する場合は、IAM ロールを作成することを確認す
る必要があります。
--AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
# Sample CFN YAML to demonstrate creating a crawler
#
# Parameters section contains names that are substituted in the Resources section
# These parameters are the names the resources created in the Data Catalog
Parameters:
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# The name of the crawler to be created
CFNCrawlerName:
Type: String
Default: cfn-crawler-flights-1
CFNDatabaseName:
Type: String
Default: cfn-database-flights-1
CFNTablePrefixName:
Type: String
Default: cfn_sample_1_
#
#
# Resources section defines metadata for the Data Catalog
Resources:
#Create IAM Role assumed by the crawler. For demonstration, this role is given all
permissions.
CFNRoleFlights:
Type: AWS::IAM::Role
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
Effect: "Allow"
Principal:
Service:
- "glue.amazonaws.com"
Action:
- "sts:AssumeRole"
Path: "/"
Policies:
PolicyName: "root"
PolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
Effect: "Allow"
Action: "*"
Resource: "*"
# Create a database to contain tables created by the crawler
CFNDatabaseFlights:
Type: AWS::Glue::Database
Properties:
CatalogId: !Ref AWS::AccountId
DatabaseInput:
Name: !Ref CFNDatabaseName
Description: "AWS Glue container to hold metadata tables for the flights crawler"
#Create a crawler to crawl the flights data on a public S3 bucket
CFNCrawlerFlights:
Type: AWS::Glue::Crawler
Properties:
Name: !Ref CFNCrawlerName
Role: !GetAtt CFNRoleFlights.Arn
#Classifiers: none, use the default classifier
Description: AWS Glue crawler to crawl flights data
#Schedule: none, use default run-on-demand
DatabaseName: !Ref CFNDatabaseName
Targets:
S3Targets:
# Public S3 bucket with the flights data
- Path: "s3://crawler-public-us-east-1/flight/2016/csv"
TablePrefix: !Ref CFNTablePrefixName
SchemaChangePolicy:
UpdateBehavior: "UPDATE_IN_DATABASE"
DeleteBehavior: "LOG"
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Configuration: "{\"Version\":1.0,\"CrawlerOutput\":{\"Partitions\":
{\"AddOrUpdateBehavior\":\"InheritFromTable\"},\"Tables\":{\"AddOrUpdateBehavior\":
\"MergeNewColumns\"}}}"

AWS Glue 接続用のサンプル AWS CloudFormation
テンプレート
Data Catalog の AWS Glue 接続には、JDBC データベースに接続するために必要な JDBC およびネット
ワーク情報が含まれています。この情報は、JDBC データベースに接続して ETL ジョブをクロールまたは
実行するときに使用されます。
このサンプルでは、Amazon RDS MySQL データベース (devdb) への接続を作成します。この接続を使用
する場合は、IAM ロール、データベース認証情報、およびネットワーク接続の値も指定する必要がありま
す。テンプレートの必須フィールドの詳細を参照してください。
--AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
# Sample CFN YAML to demonstrate creating a connection
#
# Parameters section contains names that are substituted in the Resources section
# These parameters are the names the resources created in the Data Catalog
Parameters:
# The name of the connection to be created
CFNConnectionName:
Type: String
Default: cfn-connection-mysql-flights-1
CFNJDBCString:
Type: String
Default: "jdbc:mysql://xxx-mysql.yyyyyyyyyyyyyy.us-east-1.rds.amazonaws.com:3306/devdb"
CFNJDBCUser:
Type: String
Default: "master"
CFNJDBCPassword:
Type: String
Default: "12345678"
NoEcho: true
#
#
# Resources section defines metadata for the Data Catalog
Resources:
CFNConnectionMySQL:
Type: AWS::Glue::Connection
Properties:
CatalogId: !Ref AWS::AccountId
ConnectionInput:
Description: "Connect to MySQL database."
ConnectionType: "JDBC"
#MatchCriteria: none
PhysicalConnectionRequirements:
AvailabilityZone: "us-east-1d"
SecurityGroupIdList:
- "sg-7d52b812"
SubnetId: "subnet-84f326ee"
ConnectionProperties: {
"JDBC_CONNECTION_URL": !Ref CFNJDBCString,
"USERNAME": !Ref CFNJDBCUser,
"PASSWORD": !Ref CFNJDBCPassword
}
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Name: !Ref CFNConnectionName

JDBC の AWS Glue クローラー用のサンプル AWS
CloudFormation テンプレート
AWS Glue クローラーでは、データに対応するメタデータテーブルをデータカタログに作成します。次
に、これらのテーブル定義を ETL ジョブのソースおよびターゲットとして使用できます。
このサンプルでは、クローラー、必要な IAM ロール、および AWS Glue データベースをデータカタログに
作成します。このクローラーを実行すると、クローラーは IAM ロールを取得し、MySQL データベースに
保存されている公開フライトデータ用のテーブルをデータベースに作成します。テーブルは、プレフィッ
クス cfn_jdbc_1_ を使用して作成されます。このテンプレートで作成された IAM ロールでは、グローバ
ルのアクセス許可が付与されるので、カスタムロールを作成する必要がある場合もあります。JDBC デー
タに対してはカスタム分類子を定義できません。AWS Glue の組み込み分類子がデフォルトで使用されま
す。
このサンプルを AWS CloudFormation コンソールに送信する場合は、IAM ロールを作成することを確認す
る必要があります。
--AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
# Sample CFN YAML to demonstrate creating a crawler
#
# Parameters section contains names that are substituted in the Resources section
# These parameters are the names the resources created in the Data Catalog
Parameters:
# The name of the crawler to be created
CFNCrawlerName:
Type: String
Default: cfn-crawler-jdbc-flights-1
# The name of the database to be created to contain tables
CFNDatabaseName:
Type: String
Default: cfn-database-jdbc-flights-1
# The prefix for all tables crawled and created
CFNTablePrefixName:
Type: String
Default: cfn_jdbc_1_
# The name of the existing connection to the MySQL database
CFNConnectionName:
Type: String
Default: cfn-connection-mysql-flights-1
# The name of the JDBC path (database/schema/table) with wildcard (%) to crawl
CFNJDBCPath:
Type: String
Default: saldev/%
#
#
# Resources section defines metadata for the Data Catalog
Resources:
#Create IAM Role assumed by the crawler. For demonstration, this role is given all
permissions.
CFNRoleFlights:
Type: AWS::IAM::Role
Properties:
AssumeRolePolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
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-

Effect: "Allow"
Principal:
Service:
- "glue.amazonaws.com"
Action:
- "sts:AssumeRole"
Path: "/"
Policies:
PolicyName: "root"
PolicyDocument:
Version: "2012-10-17"
Statement:
Effect: "Allow"
Action: "*"
Resource: "*"
# Create a database to contain tables created by the crawler
CFNDatabaseFlights:
Type: AWS::Glue::Database
Properties:
CatalogId: !Ref AWS::AccountId
DatabaseInput:
Name: !Ref CFNDatabaseName
Description: "AWS Glue container to hold metadata tables for the flights crawler"
#Create a crawler to crawl the flights data in MySQL database
CFNCrawlerFlights:
Type: AWS::Glue::Crawler
Properties:
Name: !Ref CFNCrawlerName
Role: !GetAtt CFNRoleFlights.Arn
#Classifiers: none, use the default classifier
Description: AWS Glue crawler to crawl flights data
#Schedule: none, use default run-on-demand
DatabaseName: !Ref CFNDatabaseName
Targets:
JdbcTargets:
# JDBC MySQL database with the flights data
- ConnectionName: !Ref CFNConnectionName
Path: !Ref CFNJDBCPath
#Exclusions: none
TablePrefix: !Ref CFNTablePrefixName
SchemaChangePolicy:
UpdateBehavior: "UPDATE_IN_DATABASE"
DeleteBehavior: "LOG"
Configuration: "{\"Version\":1.0,\"CrawlerOutput\":{\"Partitions\":
{\"AddOrUpdateBehavior\":\"InheritFromTable\"},\"Tables\":{\"AddOrUpdateBehavior\":
\"MergeNewColumns\"}}}"

Amazon S3 から Amazon S3 への AWS Glue ジョ
ブのサンプル AWS CloudFormation テンプレート
Data Catalog の AWS Glue ジョブには、AWS Glue でスクリプトを実行するために必要なパラメータ値が
含まれています。
このサンプルで作成するジョブでは、Amazon S3 バケットのフライトデータを csv 形式で読み取
り、Amazon S3 の Parquet ファイルに書き込みます。このジョブで実行するスクリプトは既存している必
要があります。環境に応じた ETL スクリプトを AWS Glue コンソールで生成できます。このジョブ実行時
に、適切なアクセス許可が設定された IAM ロールも指定する必要があります。
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テンプレートには、一般的なパラメータ値が示されています。たとえば、AllocatedCapacity (DPU) は
デフォルトで 5 になります。

--AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
# Sample CFN YAML to demonstrate creating a job using the public flights S3 table in a
public bucket
#
# Parameters section contains names that are substituted in the Resources section
# These parameters are the names the resources created in the Data Catalog
Parameters:
# The name of the job to be created
CFNJobName:
Type: String
Default: cfn-job-S3-to-S3-2
# The name of the IAM role that the job assumes. It must have access to data, script,
temporary directory
CFNIAMRoleName:
Type: String
Default: AWSGlueServiceRoleGA
# The S3 path where the script for this job is located
CFNScriptLocation:
Type: String
Default: s3://aws-glue-scripts-123456789012-us-east-1/myid/sal-job-test2
#
#
# Resources section defines metadata for the Data Catalog
Resources:
# Create job to run script which accesses flightscsv table and write to S3 file as parquet.
# The script already exists and is called by this job
CFNJobFlights:
Type: AWS::Glue::Job
Properties:
Role: !Ref CFNIAMRoleName
#DefaultArguments: JSON object
# If script written in Scala, then set DefaultArguments={'--job-language'; 'scala',
'--class': 'your scala class'}
#Connections: No connection needed for S3 to S3 job
# ConnectionsList
#MaxRetries: Double
Description: Job created with CloudFormation
#LogUri: String
Command:
Name: glueetl
ScriptLocation: !Ref CFNScriptLocation
# for access to directories use proper IAM role with permission to buckets and
folders that begin with "aws-glue-"
# script uses temp directory from job definition if required (temp directory
not used S3 to S3)
# script defines target for output as s3://aws-glue-target/sal
AllocatedCapacity: 5
ExecutionProperty:
MaxConcurrentRuns: 1
Name: !Ref CFNJobName
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Amazon S3 に書き込む JDBC の AWS Glue ジョブ
用のサンプル AWS CloudFormation テンプレート
Data Catalog の AWS Glue ジョブには、AWS Glue でスクリプトを実行するために必要なパラメータ値が
含まれています。
このサンプルで作成するジョブでは、cfn-connection-mysql-flights-1 という接続で定義された
MySQL JDBC データベースからフライトデータを読み取り、Amazon S3 の Parquet ファイルに書き込み
ます。このジョブで実行するスクリプトは既存している必要があります。環境に応じた ETL スクリプトを
AWS Glue コンソールで生成できます。このジョブ実行時に、適切なアクセス許可が設定された IAM ロー
ルも指定する必要があります。
テンプレートには、一般的なパラメータ値が示されています。たとえば、AllocatedCapacity (DPU) は
デフォルトで 5 になります。

--AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
# Sample CFN YAML to demonstrate creating a job using a MySQL JDBC DB with the flights data
to an S3 file
#
# Parameters section contains names that are substituted in the Resources section
# These parameters are the names the resources created in the Data Catalog
Parameters:
# The name of the job to be created
CFNJobName:
Type: String
Default: cfn-job-JDBC-to-S3-1
# The name of the IAM role that the job assumes. It must have access to data, script,
temporary directory
CFNIAMRoleName:
Type: String
Default: AWSGlueServiceRoleGA
# The S3 path where the script for this job is located
CFNScriptLocation:
Type: String
Default: s3://aws-glue-scripts-123456789012-us-east-1/myid/sal-job-dec4a
# The name of the connection used for JDBC data source
CFNConnectionName:
Type: String
Default: cfn-connection-mysql-flights-1
#
#
# Resources section defines metadata for the Data Catalog
Resources:
# Create job to run script which accesses JDBC flights table via a connection and write to
S3 file as parquet.
# The script already exists and is called by this job
CFNJobFlights:
Type: AWS::Glue::Job
Properties:
Role: !Ref CFNIAMRoleName
#DefaultArguments: JSON object
# For example, if required by script, set temporary directory as
DefaultArguments={'--TempDir'; 's3://aws-glue-temporary-xyc/sal'}
Connections:
Connections:
- !Ref CFNConnectionName
#MaxRetries: Double
Description: Job created with CloudFormation using existing script
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#LogUri: String
Command:
Name: glueetl
ScriptLocation: !Ref CFNScriptLocation
# for access to directories use proper IAM role with permission to buckets and
folders that begin with "aws-glue-"
# if required, script defines temp directory as argument TempDir and used in
script like redshift_tmp_dir = args["TempDir"]
# script defines target for output as s3://aws-glue-target/sal
AllocatedCapacity: 5
ExecutionProperty:
MaxConcurrentRuns: 1
Name: !Ref CFNJobName

AWS Glue オンデマンドトリガー用のサンプル
AWS CloudFormation テンプレート
Data Catalog の AWS Glue トリガーには、トリガーの発動によってジョブ実行を開始するために必要なパ
ラメータ値が含まれています。オンデマンドトリガーは、このトリガーを有効にしたときに発生します。
このサンプルで作成するオンデマンドトリガーでは、cfn-job-S3-to-S3-1 という 1 つのジョブを開始
します。

--AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
# Sample CFN YAML to demonstrate creating an on-demand trigger
#
# Parameters section contains names that are substituted in the Resources section
# These parameters are the names the resources created in the Data Catalog
Parameters:
# The existing job to be started by this trigger
CFNJobName:
Type: String
Default: cfn-job-S3-to-S3-1
# The name of the trigger to be created
CFNTriggerName:
Type: String
Default: cfn-trigger-ondemand-flights-1
#
# Resources section defines metadata for the Data Catalog
# Sample CFN YAML to demonstrate creating an on-demand trigger for a job
Resources:
# Create trigger to run an existing job (CFNJobName) on an on-demand schedule.
CFNTriggerSample:
Type: AWS::Glue::Trigger
Properties:
Name:
Ref: CFNTriggerName
Description: Trigger created with CloudFormation
Type: ON_DEMAND
Actions:
- JobName: !Ref CFNJobName
# Arguments: JSON object
#Schedule:
#Predicate:
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AWS Glue のスケジュールされたトリガー用のサン
プル AWS CloudFormation テンプレート
Data Catalog の AWS Glue トリガーには、トリガーの発動によってジョブ実行を開始するために必要なパ
ラメータ値が含まれています。スケジュールされたトリガーは、このトリガーを有効にして cron タイマー
がポップすると、発生します。
このサンプルで作成するスケジュールされたトリガーでは、cfn-job-S3-to-S3-1 という 1 つのジョブ
を開始します。このタイマーは、平日の 10 分ごとにジョブを実行する cron 式です。

--AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
# Sample CFN YAML to demonstrate creating a scheduled trigger
#
# Parameters section contains names that are substituted in the Resources section
# These parameters are the names the resources created in the Data Catalog
Parameters:
# The existing job to be started by this trigger
CFNJobName:
Type: String
Default: cfn-job-S3-to-S3-1
# The name of the trigger to be created
CFNTriggerName:
Type: String
Default: cfn-trigger-scheduled-flights-1
#
# Resources section defines metadata for the Data Catalog
# Sample CFN YAML to demonstrate creating a scheduled trigger for a job
#
Resources:
# Create trigger to run an existing job (CFNJobName) on a cron schedule.
TriggerSample1CFN:
Type: AWS::Glue::Trigger
Properties:
Name:
Ref: CFNTriggerName
Description: Trigger created with CloudFormation
Type: SCHEDULED
Actions:
- JobName: !Ref CFNJobName
# Arguments: JSON object
# # Run the trigger every 10 minutes on Monday to Friday
Schedule: cron(0/10 * ? * MON-FRI *)
#Predicate:

AWS Glue の条件付きトリガー用のサンプル AWS
CloudFormation テンプレート
Data Catalog の AWS Glue トリガーには、トリガーの発動によってジョブ実行を開始するために必要なパ
ラメータ値が含まれています。条件付きトリガーは、このトリガーを有効にして、その条件が満たされる
(例: ジョブが正常に完了する) と、発生します。
このサンプルで作成する条件付きトリガーでは、cfn-job-S3-to-S3-1 という 1 つのジョブを開始しま
す。このジョブは、cfn-job-S3-to-S3-2 というジョブが正常に完了すると、開始されます。
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--AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
# Sample CFN YAML to demonstrate creating a conditional trigger for a job, which starts
when another job completes
#
# Parameters section contains names that are substituted in the Resources section
# These parameters are the names the resources created in the Data Catalog
Parameters:
# The existing job to be started by this trigger
CFNJobName:
Type: String
Default: cfn-job-S3-to-S3-1
# The existing job that when it finishes causes trigger to fire
CFNJobName2:
Type: String
Default: cfn-job-S3-to-S3-2
# The name of the trigger to be created
CFNTriggerName:
Type: String
Default: cfn-trigger-conditional-1
#
Resources:
# Create trigger to run an existing job (CFNJobName) when another job completes
(CFNJobName2).
CFNTriggerSample:
Type: AWS::Glue::Trigger
Properties:
Name:
Ref: CFNTriggerName
Description: Trigger created with CloudFormation
Type: CONDITIONAL
Actions:
- JobName: !Ref CFNJobName
# Arguments: JSON object
#Schedule: none
Predicate:
#Value for Logical is required if more than 1 job listed in Conditions
Logical: AND
Conditions:
- LogicalOperator: EQUALS
JobName: !Ref CFNJobName2
State: SUCCEEDED

AWS Glue の開発エンドポイント用のサンプル
AWS CloudFormation テンプレート
AWS Glue 機械学習変換は、データをクレンジングするためのカスタム変換です。現在、FindMatches と
いう名前の変換が 1 つあります。FindMatches 変換を使用すると、レコードに共通の一意の識別子がな
く、正確に一致するフィールドがない場合でも、データセット内の重複レコードまたは一致するレコード
を識別できます。
このサンプルでは、機械学習変換を作成します。機械学習変換の作成に必要なパラメータの詳細について
は、「AWS Lake Formation FindMatches によるレコードのマッチング (p. 386)」を参照してください。

--AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
# Sample CFN YAML to demonstrate creating a machine learning transform
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#
# Resources section defines metadata for the machine learning transform
Resources:
MyMLTransform:
Type: "AWS::Glue::MLTransform"
Condition: "isGlueMLGARegion"
Properties:
Name: !Sub "MyTransform"
Description: "The bestest transform ever"
Role: !ImportValue MyMLTransformUserRole
GlueVersion: "1.0"
WorkerType: "Standard"
NumberOfWorkers: 5
Timeout: 120
MaxRetries: 1
InputRecordTables:
GlueTables:
- DatabaseName: !ImportValue MyMLTransformDatabase
TableName: !ImportValue MyMLTransformTable
TransformParameters:
TransformType: "FIND_MATCHES"
FindMatchesParameters:
PrimaryKeyColumnName: "testcolumn"
PrecisionRecallTradeoff: 0.5
AccuracyCostTradeoff: 0.5
EnforceProvidedLabels: True
Tags:
key1: "value1"
key2: "value2"
TransformEncryption:
TaskRunSecurityConfigurationName: !ImportValue MyMLTransformSecurityConfiguration
MLUserDataEncryption:
MLUserDataEncryptionMode: "SSE-KMS"
KmsKeyId: !ImportValue MyMLTransformEncryptionKey

AWS Glue の開発エンドポイント用のサンプル
AWS CloudFormation テンプレート
AWS Glue の開発エンドポイントは、AWS Glue スクリプトの開発およびテストに使用できる環境です。
このサンプルで作成する開発エンドポイントでは、正常な作成に最低限必要なネットワークパラメータ値
を使用します。開発エンドポイントの設定に必要なパラメータの詳細については、「AWS Glue のための
開発用ネットワークの設定 (p. 47)」を参照してください。
開発エンドポイントを作成するには、既存の IAM ロール ARN (Amazon リソースネーム) を指定します。
開発エンドポイントでノートブックサーバーを作成する場合は、有効な RSA パブリックキーを指定し、対
応するプライベートキーを使用可能な状態に保持します。

Note
作成した開発エンドポイントに関連付けられているすべてのノートブックサーバーを管理しま
す。したがって、開発エンドポイントを削除した場合、ノートブックサーバーを削除するには
AWS CloudFormation コンソールで AWS CloudFormation スタックを削除する必要があります。

--AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
# Sample CFN YAML to demonstrate creating a development endpoint
#
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# Parameters section contains names that are substituted in the Resources section
# These parameters are the names the resources created in the Data Catalog
Parameters:
# The name of the crawler to be created
CFNEndpointName:
Type: String
Default: cfn-devendpoint-1
CFNIAMRoleArn:
Type: String
Default: arn:aws:iam::123456789012/role/AWSGlueServiceRoleGA
#
#
# Resources section defines metadata for the Data Catalog
Resources:
CFNDevEndpoint:
Type: AWS::Glue::DevEndpoint
Properties:
EndpointName: !Ref CFNEndpointName
#ExtraJarsS3Path: String
#ExtraPythonLibsS3Path: String
NumberOfNodes: 5
PublicKey: ssh-rsa public.....key myuserid-key
RoleArn: !Ref CFNIAMRoleArn
SecurityGroupIds:
- sg-64986c0b
SubnetId: subnet-c67cccac
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ETL スクリプトのプログラミング
AWS Glue では、テストや実行に加えて、抽出、変換、およびロード (ETL) スクリプトの書き込みや自動
生成を簡単に行えます。このセクションでは、AWS Glue に導入された Apache Spark の拡張機能につい
て説明し、ETL スクリプトを Python と Scala で記述し実行する方法の例を示します。
トピック
• チュートリアル: AWS Glue ETL スクリプトの記述 (p. 493)
• PySpark で AWS Glue ETL スクリプトをプログラムする (p. 502)
• Scala での AWS Glue ETL スクリプトのプログラミング (p. 620)
• プログラミングの機能と最適化AWS GlueETL スクリプト (p. 677)

チュートリアル: AWS Glue ETL スクリプトの記述
このチュートリアルでは、AWS Glue スクリプトを記述するプロセスの概要を説明します。スクリプ
トを、ジョブを使用してスケジュールに従って実行したり、インタラクティブセッションを使用して
インタラクティブに実行したりできます。ジョブの詳細については、「the section called “ジョブの追
加” (p. 296)」を参照してください。詳細については、「the section called “AWS Glue インタラクティブ
セッションの概要” (p. 186)」を参照してください。
AWS Glue Studio ビジュアルエディターは、AWS Glue ジョブを構築するためのグラフィカルなノー
コードのインターフェイスを提供します。AWSGlue スクリプトはビジュアルジョブをバックアップしま
す。Glue スクリプトを使用すると、Apache Spark プログラムを操作するための拡張された一連のツール
にアクセスできます。AWS Glue スクリプト内からの抽出、変換、ロード (ETL) ワークフローを円滑にす
る AWS Glue ライブラリだけでなく、Spark の ネイティブ API にもアクセスできます。
このチュートリアルでは、駐車チケットのデータセットを抽出、変換、ロードします。この作業を行うス
クリプトの形式と機能は、AWS Glue Studio ビジュアルエディタの入門チュートリアルと同じものです。
このチュートリアルについては、「AWS Glue Studio の開始方法」を参照してください。このスクリプト
をジョブ内で実行することで、AWS Glue ETL スクリプトがどのように機能するかをビジュアルジョブと
比較して確認できます。これにより、ビジュアルジョブでまだ使用可能ではない追加機能を使用する準備
ができます。
このチュートリアルでは、Python 言語とライブラリを使用しています。Scala でも同様の機能が使用可
能です。このチュートリアルを完了すると、Scala のサンプルスクリプトを生成して検査し、Scala での
AWS Glue ETL スクリプトの記述プロセスを実行する方法を理解できるようになります。

前提条件
このチュートリアルには、次のような前提条件があります。
• AWS Glue Studio チュートリアルと同様の前提条件。「AWS Glue Studio の開始方法」を参照してくだ
さい。
• AWS Glue Studio のチュートリアルで生成されたスクリプト。「AWS Glue Studio の開始方法」を参照
してください。スクリプトは次のテキストからも入手できます。

サンプルスクリプトの生成
AWS Glue Studio ビジュアルエディタを強力なコード生成ツールとして使用することで、記述するスクリ
プトの足場を構築できます。サンプルスクリプトは、このツールを使用して作成します。
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これらのステップをスキップしたい場合は、提供されているスクリプトを使用してください。

このチュートリアルでのサンプルスクリプト
import sys
from awsglue.transforms import *
from awsglue.utils import getResolvedOptions
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job
args = getResolvedOptions(sys.argv, ["JOB_NAME"])
sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)
spark = glueContext.spark_session
job = Job(glueContext)
job.init(args["JOB_NAME"], args)
# Script generated for node S3 bucket
S3bucket_node1 = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
database="yyz-tickets", table_name="tickets", transformation_ctx="S3bucket_node1"
)
# Script generated for node ApplyMapping
ApplyMapping_node2 = ApplyMapping.apply(
frame=S3bucket_node1,
mappings=[
("tag_number_masked", "string", "tag_number_masked", "string"),
("date_of_infraction", "string", "date_of_infraction", "string"),
("ticket_date", "string", "ticket_date", "string"),
("ticket_number", "decimal", "ticket_number", "float"),
("officer", "decimal", "officer_name", "decimal"),
("infraction_code", "decimal", "infraction_code", "decimal"),
("infraction_description", "string", "infraction_description", "string"),
("set_fine_amount", "decimal", "set_fine_amount", "float"),
("time_of_infraction", "decimal", "time_of_infraction", "decimal"),
],
transformation_ctx="ApplyMapping_node2",
)
# Script generated for node S3 bucket
S3bucket_node3 = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
frame=ApplyMapping_node2,
connection_type="s3",
format="glueparquet",
connection_options={"path": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET", "partitionKeys": []},
format_options={"compression": "gzip"},
transformation_ctx="S3bucket_node3",
)
job.commit()

サンプルスクリプトを生成するには
1.

AWS Glue Studio のチュートリアルをを完了します。このチュートリアルを完了するには、「AWS
Glue Studio の開始方法」を参照してください。

2.

次のスクリーンショットに示すように、ジョブページの [Script] (スクリプト) タブに移動します。
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3.

[Script] (スクリプト) タブのすべての内容をコピーします。[Job details] (Job の詳細) でスクリプト言
語を設定することで、生成するコードを Python と Scala の間で自由に切り替えることができます。

ステップ 1. ジョブを作成してスクリプトを貼り付け
る
このステップでは、AWS Management Consoleで AWS Glue ジョブを作成します。これにより、AWS
Glue でスクリプトを実行するのに必要な構成がセットアップされます。また、スクリプトを保存および編
集するための場所も作成されます。ジョブの作成の詳細については、「the section called “コンソールでの
ジョブ” (p. 282)」をご参照ください。

ジョブを作成するには
1.

AWS Management Consoleで、AWS Glue のランディングページに移動します。

2.

サイドナビゲーションペインで、[Jobs] (ジョブ) を選択します。

3.

[Create job] (ジョブの作成) で [Spark script editor] (Spark スクリプトエディタ) を選択してか
ら、[Create] (作成) を選択します。

4.

オプション — スクリプトの全文を [Script] (スクリプト) ペインに貼り付けます。この代わりに、
チュートリアルに従うこともできます。

ステップ 2. AWS Glue ライブラリをインポートする
スクリプトの外部で定義されたコードや設定とやり取りするには、スクリプトの設定が必要です。この作
業は、AWS Glue Studioの背後で実行されます。
このステップでは、次のアクションを実行します。
• GlueContext オブジェクトをインポートして初期化します。スクリプト作成の観点から見ると、この
インポートが最も重要なものとなります。これにより、ETL スクリプトの開始点となる、ソースデータ

495

AWS Glue デベロッパーガイド
ステップ 3. ソースからデータを抽出する

セットとターゲットデータセットを定義するための標準的な方法が表示されます。GlueContext クラ
スの詳細については、「GlueContext クラス (p. 574)」を参照してください。
• SparkContext および SparkSession を初期化します。これにより、AWS Glue ジョブ 内部で Spark
エンジンを使用するための設定が可能になります。入門用 AWS Glue スクリプトの中では、これらを直
接使用する必要はありません
• getResolvedOptions を呼び出し、スクリプト内でジョブ引数を使用するための準備を行います。
ジョブパラメータの解決方法の詳細については、「the section called “getResolvedOptions” (p. 524)」
を参照してください。
• Job を初期化します。Job オブジェクトにより設定が行われ、AWS Glue のさまざまなオプションの機
能の状態が追跡されます。スクリプトは Job オブジェクトがなくても実行できますが、ベストプラク
ティスとして、後にこの機能が統合された場合に混乱が生じないようにオブジェクトを初期化しておき
ます。
ジョブのブックマークは、これらの機能の 1 つであり、このチュートリアルではオプションで設定可能
です。ジョブのブックマークに関する説明は、「the section called “オプション — ジョブのブックマー
クを有効にする” (p. 501)」のセクションで確認できます。
この手順では、次のコードを作成します。このコードは、生成されるサンプルスクリプトの一部です。
from
from
from
from
from

awsglue.transforms import *
awsglue.utils import getResolvedOptions
pyspark.context import SparkContext
awsglue.context import GlueContext
awsglue.job import Job

args = getResolvedOptions(sys.argv, ["JOB_NAME"])
sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)
spark = glueContext.spark_session
job = Job(glueContext)
job.init(args["JOB_NAME"], args)

AWS Glue ライブラリをインポートするには
•

コードのこのセクションをコピーして、[Script] (スクリプト) エディタに貼り付けます。

Note
コードのコピーは技術的に推奨されないと思われているかもしれません。ただ、このチュー
トリアルでは、AWS Glue ETL スクリプト全体で主要な変数に一貫して名前を付けることが
推奨されるため、これを提案しています。

ステップ 3. ソースからデータを抽出する
すべての ETL プロセスにおいて、変更するソースデータセットを最初に定義する必要があります。AWS
Glue Studio ビジュアルエディタでは、[Source] (ソース) ノードを作成することで、この情報を指定しま
す。
このステップでは、AWS Glue データカタログで設定されたソースからデータを抽出する
create_dynamic_frame.from_catalog メソッドに database および table_name を提供します。
GlueContext オブジェクトは、前のステップで初期化が済んでいます。このオブジェクトを使用して、
ソースの設定に使用される create_dynamic_frame.from_catalog などのメソッドを検索します。
この手順では、create_dynamic_frame.from_catalog を使用して次のコードを記述します。この
コードは、生成されるサンプルスクリプトの一部です。
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S3bucket_node1 = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
database="yyz-tickets", table_name="tickets", transformation_ctx="S3bucket_node1"
)

ソースからデータを抽出するには
1.

AWS Glue データカタログで定義されているソースからデータを抽出するには、ドキュメントを参
照し GlueContext にあるメソッドを見つけます。これらの方法については、「the section called
“GlueContext” (p. 574)」を参照してください。create_dynamic_frame.from_catalog (p. 575) メ
ソッドを選択します。glueContext でこのメソッドを呼び出します。

2.

create_dynamic_frame.from_catalog に関するドキュメントで確認してく
ださい。このメソッドには、database および table_name パラメータが必要で
す。create_dynamic_frame.from_catalog に対し、必要なパラメータを指定します。
AWS Glue データカタログは前提条件セクションで設定されており、これにはソースデータの場所と
形式に関する情報が保存されています。スクリプトに情報を直接提供する必要はありません。

3.

オプション — ジョブのブックマークをサポートするには、このメソッドに transformation_ctx
パラメータを提供します。ジョブのブックマークに関する説明は、「the section called “オプション —
ジョブのブックマークを有効にする” (p. 501)」のセクションで確認できます。

Note
データ抽出用の一般的なメソッド
the section called “create_dynamic_frame_from_catalog” (p. 575) は、AWS Glue データカタロ
グ内のテーブルへの接続に使用されます
ソースの構造と場所を記述する設定でジョブを直接提供する必要がある場合は、「the
section called “create_dynamic_frame_from_options” (p. 575)」メソッドを参照してくださ
い。create_dynamic_frame.from_catalog を使用する場合に比べ、データを説明する詳細
なパラメータの指定が必要になります。
必要なパラメータを特定するには、format_options および connection_parameters に関
する補足文書を参照してください。スクリプトに対しソースデータの形式に関する情報を指定す
る方法については、「the section called “データ形式に関するオプション” (p. 707)」を参照して
ください。スクリプトに対しソースデータの場所に関する情報を指定する方法については、「the
section called “接続パラメータ” (p. 678)」を参照してください。
ストリーミングソースから情報を読み取っている場合は、the section called
“create_data_frame_from_catalog” (p. 578) または the section called
“create_data_frame_from_options” (p. 578) メソッドを介して、ソースの情報をジョブに提供し
ます。これらのメソッドは Apache Spark DataFrames を返すことに注意してください。
リファレンスドキュメントでは create_dynamic_frame_from_catalog を使用している部分
のために、ここで生成されるコードは create_dynamic_frame.from_catalog を呼び出し
ています。これらのメソッドは、最終的には同じコードを呼び出すもので、よりクリーンなコー
ドを作成できるようにインクルードされています。これは、aws-glue-libs にある Python のラッ
パーのソースを表示して確認できます。

ステップ 4. AWS Glue を使用してデータを変換する
ETL プロセスで抽出したソースデータについては、その変更方法を規定する必要があります。この情報を
指定するには、AWS Glue Studio ビジュアルエディタで [Transform] (変換) ノードを作成します。
このステップでは、希望する現在のフィールドの名前とタイプのマップを ApplyMapping メソッドに提
供し、DynamicFrame を変換します。
以下の変換を実行します。
• 4 つの location および provinceキーを削除します。
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• officer の名前を officer_name に変更します。
• ticket_number および set_fine_amount の型を float に変更します。
create_dynamic_frame.from_catalog により、DynamicFrame オブジェクトが提供さ
れます。DynamicFrame は、AWS Glue 内のデータセットを表します。AWSGlue での変換
は、DynamicFrames を変更する処理です。

Note
DynamicFrame について
DynamicFrame とは抽象化の 1 つであり、データ内のエントリの名前とタイプに関する記述を、
データセットに接続できるようにします。Apache Spark にも同様の抽象化が存在し、DataFrame
と呼ばれています。DataFrames の説明については、「Spark SQL Guide」(Spark SQL ガイド)
を参照してください。
DynamicFrames を使用すると、データセットのスキーマを動的に記述できます。例えば、ある
データセットに価格列が含まれており、一部のエントリは価格を文字列として保存し、他のエン
トリは価格を double 型で格納している場合を考えます。AWSGlue は、オンザフライでスキーマ
を計算し、各行の自己記述型レコードを作成します。
一貫性のないフィールド (価格など) は、そのフレーム用のスキーマ内で、型 (ChoiceType) を使
用しながら明示的に表されます。一貫性のないフィールドに対応するには、DropFields を使用
して削除するか、ResolveChoice を使用して解決します。これらは、DynamicFrame で使用可
能な変換です。その後、writeDynamicFrame を使用して、データをデータレイクに再度書き込
むことができます。
DynamicFrame クラスにあるメソッドからは、多くの同様な変換を呼び出すことができます。こ
れにより、スクリプトが読みやすくなります。の詳細については、「DynamicFrame」を参照し
てください。the section called “DynamicFrame” (p. 529)
この手順では、ApplyMapping を使用して次のコードを記述します。このコードは、生成されるサンプル
スクリプトの一部です。
ApplyMapping_node2 = ApplyMapping.apply(
frame=S3bucket_node1,
mappings=[
("tag_number_masked", "string", "tag_number_masked", "string"),
("date_of_infraction", "string", "date_of_infraction", "string"),
("ticket_date", "string", "ticket_date", "string"),
("ticket_number", "decimal", "ticket_number", "float"),
("officer", "decimal", "officer_name", "decimal"),
("infraction_code", "decimal", "infraction_code", "decimal"),
("infraction_description", "string", "infraction_description", "string"),
("set_fine_amount", "decimal", "set_fine_amount", "float"),
("time_of_infraction", "decimal", "time_of_infraction", "decimal"),
],
transformation_ctx="ApplyMapping_node2",
)

AWS Glue でデータを変換するには
1.

フィールドを変更や削除するための変換を特定するには、ドキュメントを参照してください。詳細
については、「」を参照してくださいthe section called “GlueTransform” (p. 588) ApplyMapping
変換を選択します。の詳細については、「ApplyMapping」を参照してください。the section called
“ApplyMapping” (p. 590)ApplyMapping 変換オブジェクトから apply を呼び出します。

Note
ApplyMapping の概要
ApplyMapping は DynamicFrame にアクセスし、それを変換します。これにより、フィー
ルドの変換を表すタプルのリスト、つまり「マッピング」を取得します。最初の 2 つのタプ
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ル要素 (フィールドの名前と型) は、フレーム内のフィールドを識別するために使用されま
す。その次にある 2 つのパラメータも、フィールドの名前と型です。
ApplyMapping は、ソースフィールドをターゲット名に変換し、新しい DynamicFrame を入
力して返します。提供されていないフィールドは戻り値から削除されます。
apply を呼び出す代わりに、DynamicFrame にある apply_mapping メソッドを使用して
同様の変換を呼び出すと、さらにスムーズで読みやすいコードを作成できます。詳細につい
ては、「the section called “apply_mapping” (p. 532)」を参照してください。
2.

必要なパラメータを特定するには、ApplyMapping のドキュメントを参照してください。「the
section called “ApplyMapping” (p. 590)」を参照してください。このメソッドでは、frame および
mappings パラメータが必要です。ApplyMapping に対し、必要なパラメータを指定します。

3.

オプション — ジョブのブックマークをサポートするには、メソッドに transformation_ctx を提
供します。ジョブのブックマークに関する説明は、「the section called “オプション — ジョブのブッ
クマークを有効にする” (p. 501)」のセクションで確認できます。

Note
Apache Spark の機能
ジョブ内のETLワークフローを効率化するための変換機能が提供されています。また、より一般
的な目的のために構築された、ジョブ内の Spark プログラムで使用できるライブラリにもアクセ
スできます。これらを使用するには、DynamicFrame と DataFrame の間で変換します。
the section called “toDF” (p. 530) を使用して DataFrame を作成できます。次に、DataFrame
で使用可能なメソッドを使用してデータセットを変換できます。これらのメソッドの詳細につい
ては、「DataFrame」を参照してください。その後、フレームをターゲットにロードする AWS
Glue オペレーションを使用するため、the section called “fromDF” (p. 530) によって変換を元に
戻すことができます。

ステップ 5: ターゲットにデータをロードする
通常、変換後のデータは、そのソースとは別の場所に保存します。この操作を実行するには、AWS Glue
Studio ビジュアルエディタで、[Target] (ターゲット) ノードを作成します
このステップでは、データを Amazon S3 のターゲットバケットにロー
ドするための write_dynamic_frame.from_options メソッド
connection_type、connection_options、format、format_options を提供します。
ステップ 1 において、GlueContext オブジェクトは初期化済みです。AWS Glue では、ソースと同様、
ターゲットの設定に使用されるメソッドを提供しています。
この手順では、write_dynamic_frame.from_options を使用して次のコードを記述します。このコー
ドは、生成されるサンプルスクリプトの一部です。
S3bucket_node3 = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
frame=ApplyMapping_node2,
connection_type="s3",
format="glueparquet",
connection_options={"path": "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET", "partitionKeys": []},
format_options={"compression": "gzip"},
transformation_ctx="S3bucket_node3",
)

データをターゲットにロードするには
1.

ターゲットの Amazon S3 バケットに対しデータをロードするメソッドは、ドキュメントで確認し
てください。これらの方法については、「the section called “GlueContext” (p. 574)」を参照して
ください。the section called “write_dynamic_frame_from_options” (p. 585) メソッドを選択しま
す。glueContext でこのメソッドを呼び出します。
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Note
データロード用の一般的なメソッド
write_dynamic_frame.from_options は、データのロードに使用される最も一般的なメ
ソッドです。このメソッドでは、AWS Glueで使用可能なすべてのターゲットがサポートされ
ています。
AWS Glue 接続で定義された JDBC ターゲットに書き込む場合は、the section called
“write_dynamic_frame_from_jdbc_conf” (p. 587) メソッドを使用します。AWSGlue
接続に、データソースへの接続方法に関する情報が保存されます。これによ
り、connection_options でそれらの情報を入力する必要がなくなります。ただ
し、dbtable を提供するためには、引き続き connection_options を使用する必要があ
ります。
write_dynamic_frame.from_catalog は、データロード用として、一般的なメソッド
ではありません。このメソッドは基盤データセットを更新せずに AWS Glue データカタログ
を更新します。これは、基盤のデータセットを変更する他のプロセスと組み合わせて使用す
るメソッドです。詳細については、「the section called “AWS Glue ETL ジョブからの Data
Catalog でのテーブルの作成、スキーマの更新、および新規パーティションの追加” (p. 79)」
を参照してください。
2.

3.

the section called “write_dynamic_frame_from_options” (p. 585)
に関するドキュメントで確認してください。このメソッドで
は、frame、connection_type、format、connection_options、format_options が必要で
す。glueContext でこのメソッドを呼び出します。
a.

必要なパラメータを特定するには、format_options および format に関する補足文書を参照
してください。データ形式の説明については、「the section called “データ形式に関するオプショ
ン” (p. 707)」を参照してください。

b.

必要なパラメータを特定するには、connection_type および connection_options に関
する補足文書を参照してください。接続の説明については、「the section called “接続パラメー
タ” (p. 678)」を参照してください。

c.

write_dynamic_frame.from_options に対し、必要なパラメータを指定します。このメソッ
ドの設定は、create_dynamic_frame.from_options と似ています。

オプション — ジョブのブックマークをサポートするには、transformation_ctx を
write_dynamic_frame.from_options に提供します。ジョブのブックマークに関する説明は、
「the section called “オプション — ジョブのブックマークを有効にする” (p. 501)」のセクションで
確認できます。

ステップ 6: Job オブジェクトのコミット
Job オブジェクトは、ステップ 1 で初期化してあります。スクリプトの終了時に、ライフサイクルを手動
で閉じる必要があります。一部のオプション機能が正しく機能するために、これが必要となります。この
作業は、AWS Glue Studioの背後で実行されます。
このステップでは、Job オブジェクトの commit メソッドを呼び出します。
この手順では、次のコードを作成します。このコードは、生成されるサンプルスクリプトの一部です。
job.commit()

Job オブジェクトをコミットするには
1.

まだ行っていない場合は、前のセクションで概説したオプションの手順を実行して
transformation_ctx を含めます。

2.

commit を呼び出します。
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オプション — ジョブのブックマークを有効にする
これまでのすべてのステップでは、transformation_ctx パラメータを設定することを促しています。
これは、ジョブのブックマークと呼ばれる機能に関連した設定です。
ジョブのブックマークを使用すると、以前の作業を簡単に追跡できるデータセットに対して定期的に実
行されるジョブによって、時間とコストを節約できます。ジョブのブックマークは、前回の実行のデータ
セット全体に関する AWS Glue 変換の進捗状況を追跡します。以前の実行が終了した場所を追跡すること
で、AWS Glue は未処理の行に対してのみ作業できます。ブックマークの詳細については、「the section
called “ジョブのブックマークを使用した処理済みデータの追跡” (p. 307)」を参照してください。
前の例で説明したように、ジョブのブックマークを有効にするには、始めに、提供されている関数に
transformation_ctx ステートメントを追加します。ジョブのブックマークの状態は実行後も保持され
ます。transformation_ctx パラメータは、その状態にアクセスするために使用されるキーです。これ
らのステートメント単体では機能を持ちません。また、ジョブのための設定内で、その機能を有効にする
必要があります。
この手順では、AWS Management Console を使用してジョブのブックマークを有効にします。

ジョブのブックマークを有効にするには
1.

対象となるジョブの、[Job details] (ジョブの詳細) セクションに移動します。

2.

[Job bookmark] (ジョブのブックマーク) で [Enable] (有効化) 設定します。

ステップ 7. コードをジョブとして実行する
このステップでは、チュートリアルを正常に完了したことを確認するために、ジョブを実行します。これ
は、AWS Glue Studio ビジュアルエディタの中で、ボタンをクリックするだけで完了します。

コードをジョブとして実行するには
1.

タイトルバーで [Untitled job] (無題のジョブ) 選択し、ジョブ名を編集あるいは設定します。

2.

[Job details] (ジョブの詳細) タブを開きます。ジョブに [IAM Role] (IAM ロール) を割り当てま
す。AWS Glue Studio チュートリアルの前提条件にある、AWS CloudFormation テンプレートで作成
したものを使用できます。このチュートリアルを完了していれば、通常は、AWS Glue StudioRole
のように表示されています。

3.
4.
5.

[Save] (保存) を選択して、スクリプトを保存します。
[Run] (実行) を選択して、ジョブを実行します。
[Runs] (実行) タブに移動して、ジョブが完了したことを確認します。

6.

write_dynamic_frame.from_options のターゲットである、DOC-EXAMPLE-BUCKET に移動しま
す。想定どおりに出力されていることを確認します。

ジョブの設定と管理の詳細については、「the section called “独自のカスタムスクリプトの提供” (p. 303)」
を参照してください。

詳細情報
Apache Spark のライブラリとメソッドを、AWS Glue スクリプトの中で使用することが可能です。Spark
のドキュメントを参照することで、これらの付属ライブラリで何が行えるのか把握できます。詳細につい
ては、「examples section of the Spark source repository」(Spark ソースリポジトリのサンプルセクショ
ン) を参照してください。
AWS Glue 2.0+ には、デフォルトで、いくつかの一般的な Python ライブラリが含まれています。Scala
または Python 環境の AWS Glue ジョブに独自の依存関係をロードするためのメカニズムもありま
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す。Python の依存関係については、「the section called “Python ライブラリ” (p. 506)」を参照してくだ
さい。
Python で AWS Glue の機能を使用する方法の例の詳細については、「the section called “Python サンプ
ル” (p. 511)」を参照してください。Scala と Python ジョブには同等の機能があるため、Python の例を
基にして、同様の処理を Scala で行う方法についても考察することが可能です。

PySpark で AWS Glue ETL スクリプトをプログラ
ムする
Python のコード例や AWS Glue のユーティリティは、GitHub サイトの AWS Glue サンプルリポジトリで
公開されています。

AWS Glue での Python の使用
AWS Glue では、抽出、変換、ロード (ETL) ジョブをスクリプト化するための PySpark Python 拡張言語
機能がサポートされています。このセクションでは、ETL スクリプトと AWS Glue API で Python を使用
する方法について説明します。
• AWS Glue で Python を使用するためのセットアップ (p. 503)
• Python での AWS Glue API の呼び出し (p. 503)
• AWS Glue での Python ライブラリの使用 (p. 506)
• AWS Glue Python コードサンプル (p. 511)

AWS Glue PySpark 拡張機能
AWS Glue は PySpark Python 方言に以下の拡張機能を作成しました。
• getResolvedOptions を使用して、パラメータにアクセスする (p. 524)
• PySpark 拡張子型 (p. 525)
• DynamicFrame クラス (p. 529)
• DynamicFrameCollection クラス (p. 568)
• DynamicFrameWriter クラス (p. 569)
• DynamicFrameReader クラス (p. 571)
• GlueContext クラス (p. 574)

AWS Glue PySpark 変換
AWS Glue は PySpark ETL オペレーションで使用する次の変換クラスを作成しました。
• GlueTransform 基本クラス (p. 588)
• ApplyMapping クラス (p. 590)
• DropFields クラス (p. 591)
• DropNullFields クラス (p. 593)
• ErrorsAsDynamicFrame クラス (p. 596)
• FillMissingValues クラス (p. 597)
• フィルタクラス (p. 598)
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• FindIncrementalMatches クラス (p. 599)
•
•
•
•
•

FindMatches クラス (p. 600)
FlatMap クラス (p. 601)
Join クラス (p. 602)
マップクラス (p. 603)
MapToCollection クラス (p. 605)

• mergeDynamicFrame (p. 541)
• クラスの関連付け (p. 606)
• RenameField クラス (p. 607)
• ResolveChoice クラス (p. 608)
• SelectFields クラス (p. 610)
• SelectFromCollection クラス (p. 611)
• スピゴットクラス (p. 614)
• SplitFields クラス (p. 615)
• SplitRows クラス (p. 616)
• Unbox クラス (p. 618)
• UnnestFrame クラス (p. 619)

AWS Glue で Python を使用するためのセットアップ
Python を使用して Spark ジョブ用の ETL スクリプトを開発します。ETL ジョブでサポートされている
Python のバージョンは、ジョブが使用する AWS Glue バージョンによって異なります。AWS Glue バー
ジョンの詳細については、「Glue version job property (p. 297)」を参照してください。

AWS Glue で Python を使用するためのシステムを設定するには
Python をインストールするには、以下の手順を実行して AWS Glue API を呼び出せるようにします。
1.

Python がインストールされていない場合は、Python.org のダウンロードページ からダウンロードし
てインストールします。

2.

AWS CLI のドキュメントで説明されているように AWS Command Line Interface (AWS CLI) をインス
トールします。
AWS CLI は、Python を使用するのに直接必要なわけではありません。ただし、インストールおよび
設定を行うと、アカウントの認証情報を使用して AWS を設定し、その動作を確認するのに便利で
す。

3.

Boto 3 クイックスタートで説明されているように、AWS SDK for Python (Boto 3) をインストールし
ます。
Boto 3 リソース API は AWS Glue にはまだ使用できません。現時点では、Boto 3 クライアント API
のみ使用することができます。
Boto 3 の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) Getting Started」を参照してください。

Python のコード例や AWS Glue のユーティリティは、GitHub サイトの AWS Glue サンプルリポジトリで
公開されています。

Python での AWS Glue API の呼び出し
Boto 3 リソース API は AWS Glue にはまだ使用できないことに注意してください。現時点では、Boto 3
クライアント API のみ使用することができます。
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Python の AWS Glue API 名
Java や他のプログラミング言語での AWS Glue API 名は、通常 CamelCased です。ただし、Python から
呼び出されるとき、これらの一般名は、より「Python 的」にするために小文字に変更され、名前の一部が
アンダースコア文字で区切られます。AWS Glue API (p. 745) リファレンスドキュメントでは、これらの
Python 用の名前を一般的な CamelCased 形式の名前の後に括弧で囲んで一覧表示しています。
ただし、AWS Glue API 名自体は小文字に変換されますが、パラメータ名は大文字のままです。次のセク
ションで説明されますが、AWS Glue API の呼び出し時にパラメータを名前で渡す必要があるため、この
点を覚えておくことが重要です。

AWS Glue の Python パラメータの受け渡しとアクセス
AWS Glue API の Python 呼び出しでは、明示的に名前でパラメータを渡すことが最善です。例:
job = glue.create_job(Name='sample', Role='Glue_DefaultRole',
Command={'Name': 'glueetl',
'ScriptLocation': 's3://my_script_bucket/scripts/
my_etl_script.py'})

Job 構造 (p. 895) または JobRun の構造 (p. 909) の ETL スクリプトに渡す引数として指定する名前と
値のタプルのディクショナリを Python が 作成することを理解しておくことは役立ちます。その後 Boto 3
が REST API 呼び出しを経由して JSON 形式でそれらを AWS Glue に渡します。つまり、スクリプトでそ
れらにアクセスするときは、引数の順序に依存することはできません。
たとえば、Python Lambda ハンドラ関数で JobRun を開始しようとしており、複数のパラメータを指定す
るとします。コードは以下のようになります。
from datetime import datetime, timedelta
client = boto3.client('glue')
def lambda_handler(event, context):
last_hour_date_time = datetime.now() - timedelta(hours = 1)
day_partition_value = last_hour_date_time.strftime("%Y-%m-%d")
hour_partition_value = last_hour_date_time.strftime("%-H")
response = client.start_job_run(
JobName = 'my_test_Job',
Arguments = {
'--day_partition_key':
'partition_0',
'--hour_partition_key': 'partition_1',
'--day_partition_value': day_partition_value,
'--hour_partition_value': hour_partition_value } )

これらのパラメータに ETL スクリプトで確実にアクセスするには、AWS Glue の getResolvedOptions
関数を使用して名前で指定し、その後作成されたディクショナリからアクセスします。
import sys
from awsglue.utils import getResolvedOptions
args = getResolvedOptions(sys.argv,
['JOB_NAME',
'day_partition_key',
'hour_partition_key',
'day_partition_value',
'hour_partition_value'])
print "The day partition key is: ", args['day_partition_key']
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print "and the day partition value is: ", args['day_partition_value']

ネストされた JSON 文字列により AWS Glue ETL ジョブに引数を渡す際は、そのパラメータ値を保持する
ために、ジョブの実行が開始される前にパラメータ文字列をエンコードし、ジョブスクリプトが参照され
る前にパラメータ文字列をデコードする必要があります。例えば、次の引数文字列を考えてみます。
glue_client.start_job_run(JobName = "gluejobname", Arguments={
"--my_curly_braces_string": '{"a": {"b": {"c": [{"d": {"e": 42}}]}}}'
})

このパラメータを正しく渡すには、引数を Base64 の文字列としてエンコードする必要があります。
import base64
...
sample_string='{"a": {"b": {"c": [{"d": {"e": 42}}]}}}'
sample_string_bytes = sample_string.encode("ascii")
base64_bytes = base64.b64encode(sample_string_bytes)
base64_string = base64_bytes.decode("ascii")
...
glue_client.start_job_run(JobName = "gluejobname", Arguments={
"--my_curly_braces_string": base64_bytes})
...
sample_string_bytes = base64.b64decode(base64_bytes)
sample_string = sample_string_bytes.decode("ascii")
print(f"Decoded string: {sample_string}")
...

例: ジョブを作成し実行する
以下の例では、Python を使用して AWS Glue API を呼び出し、ETL ジョブを作成して実行する方法を示し
ます。

ジョブを作成し実行するには
1.

AWS Glue クライアントのインスタンスを作成します。
import boto3
glue = boto3.client(service_name='glue', region_name='us-east-1',
endpoint_url='https://glue.us-east-1.amazonaws.com')

2.

ジョブを作成します。次のコードに示すように、ETL コマンドの名前として glueetl を使用する必
要があります。
myJob = glue.create_job(Name='sample', Role='Glue_DefaultRole',
Command={'Name': 'glueetl',
'ScriptLocation': 's3://my_script_bucket/scripts/
my_etl_script.py'})

3.

前のステップで作成したジョブの新しい実行を開始します。
myNewJobRun = glue.start_job_run(JobName=myJob['Name'])

4.

ジョブのステータスを取得します。
status = glue.get_job_run(JobName=myJob['Name'], RunId=myNewJobRun['JobRunId'])

5.

ジョブ実行の現在の状態を出力します。
505

AWS Glue デベロッパーガイド
Python ライブラリ

print(status['JobRun']['JobRunState'])

AWS Glue での Python ライブラリの使用
AWS GlueAWS Glue ETL で使用するためのPythonモジュールやライブラリを追加でインストールするこ
とができます。
トピック
• AWS Glue 2.0 の pip を使用した追加 Python モジュールのインストール (p. 506)
• PySpark のネイティブ機能を使用して Python ファイルを含める (p. 507)
• AWS Glue で提供済みの Python モジュール (p. 507)
• 取り込みのためのライブラリの圧縮 (p. 510)
• 開発エンドポイントへの Python ライブラリのロード (p. 510)
• ジョブまたは JobRun での Python ライブラリの使用 (p. 511)

AWS Glue 2.0 の pip を使用した追加 Python モジュールのインス
トール
AWS Glue では、Python Package Installer (pip3) を使用して、AWS Glue ETL で使用するモジュールを
追加でインストールします。--additional-python-modules パラメータでコンマ区切りの Python モ
ジュールのリストを指定することで、新しいモジュールを追加したり、既存のモジュールのバージョンを
変更したりできます。Amazon S3 にディストリビューションをアップロードすることでライブラリのカス
タムディストリビューションをインストールできます。その後で、モジュールのリストに Amazon S3 オ
ブジェクトへのパスを含めます。
--python-modules-installer-option パラメータを使用すると、pip3 に追加オプションを渡すこと
ができます。例えば "--upgrade" を渡すことで、"--additional-python-modules" で指定された
パッケージをアップグレードできます。追加の例については、「Building Python modules from a wheel for
Spark ETL workloads using AWS Glue 2.0 」(AWS Glue 2.0 を使用して Spark ETL ワークロード用のホ
イールから Python モジュールを構築する) を参照してください。
Python の依存関係が、ネイティブのコンパイル済みコードに過渡的に依存している場合、AWS Glue が
ジョブ環境でのネイティブコードのコンパイルをサポートしていない、という制限による影響を受ける場
合があります。ただし、AWS Glue のジョブは、Amazon Linux 2 環境内での実行が可能です。ディストリ
ビューション版 Wheel を通じて、ネイティブの依存関係をコンパイルされた形式で提供できる場合があり
ます。
例えば、更新したり新しい scikit-learn モジュールを追加したりするには、"--additionalpython-modules", "scikit-learn==0.21.3" のキー/値を使用します。
また、--additional-python-modules オプションの中で、Python ホイールモジュールへの Amazon
S3 パスを指定できます。例:
--additional-python-modules s3://aws-glue-native-spark/tests/j4.2/ephem-3.7.7.1-cp37cp37m-linux_x86_64.whl,s3://aws-glue-native-spark/tests/j4.2/fbprophet-0.6-py3-noneany.whl,scikit-learn==0.21.3

AWS Glue コンソールの [Job parameters] (ジョブパラメータ) フィールドを使用するか、AWS SDK によ
りジョブの引数を変更することで、--additional-python-modules を指定します。ジョブパラメータ
の設定については、「the section called “ジョブのパラメータ” (p. 292)」を参照してください。
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PySpark のネイティブ機能を使用して Python ファイルを含める
AWS Glue では、PySpark を使用して、AWS Glue ETL ジョブに Python ファイルを含めます。可能な場
合には、依存関係を管理するために、--additional-python-modules を使用することが必要になりま
す。Python ファイルをインクルードするには、--extra-py-files ジョブパラメータを使用します。依
存関係は Amazon S3 でホストされている必要があり、引数の値は、スペースを含まない Amazon S3 パス
のカンマ区切りリストである必要があります。この機能は、Spark で使用する Python の依存関係管理の
ように動作します。Spark での Python の依存関係管理の詳細については、Apache Spark ドキュメントの
「Using PySpark Native Features」(PySpark のネイティブ機能を使う) ページを参照してください。追加
のコードがパッケージ化されていない場合や、依存関係を管理するために既存のツールチェーンを使用し
て Spark プログラムを移行する場合には、--extra-py-files が便利です。依存関係ツールをメンテナ
ンス可能にするには、送信する前に依存関係をバンドルする必要があります。

AWS Glue で提供済みの Python モジュール
これらの提供済みモジュールのバージョンを変更するには、--additional-python-modules ジョブパ
ラメータにより新しいバージョンを指定します。
AWS Glue version 2.0
AWS Glue バージョン 2.0 では、すぐに使用できる次の Python モジュールがサポートされています。
• boto3==1.12.4
• botocore==1.15.4
• certifi==2019.11.28
• chardet==3.0.4
• cycler==0.10.0
• Cython==0.29.15
• docutils==0.15.2
• enum34==1.1.9
• fsspec==0.6.2
• idna==2.9
• jmespath==0.9.4
• joblib==0.14.1
• kiwisolver==1.1.0
• matplotlib==3.1.3
• mpmath==1.1.0
• numpy==1.18.1
• pandas==1.0.1
• patsy==0.5.1
• pmdarima==1.5.3
• ptvsd==4.3.2
• pyarrow==0.16.0
• pydevd==1.9.0
• pyhocon==0.3.54
• PyMySQL==0.9.3
• pyparsing==2.4.6
• python_dateutil==2.8.1
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• pytz==2019.3
• requests==2.23.0
• s3fs==0.4.0
• s3transfer==0.3.3
• scikit-learn==0.22.1
• scipy==1.4.1
• setuptools==45.2.0
• setuptools==45.2.0
• six==1.14.0
• statsmodels==0.11.1
• subprocess32==3.5.4
• sympy==1.5.1
• tbats==1.0.9
• urllib3==1.25.8
AWS Glue バージョン 3.0
AWS Glue バージョン 3.0 では、すぐに使用できる、以下の Python モジュールがサポートされていま
す。
• aiobotocore==1.4.2
• aiohttp==3.8.1
• aioitertools==0.10.0
• aiosignal==1.2.0
• async-timeout==4.0.2
• asynctest==0.13.0
• attrs==21.4.0
• avro-python3==1.10.2
• awsgluecustomconnectorpython==1.0
• awsgluedataplanepython==1.0
• awsgluemlentitydetectorwrapperpython==1.0
• boto3==1.18.50
• botocore==1.21.50
• certifi==2021.5.30
• chardet==3.0.4
• charset-normalizer==2.1.0
• click==8.1.3
• cycler==0.10.0
• cython==0.29.4
• docutils==0.17.1
• enum34==1.1.10
• frozenlist==1.3.0
• fsspec==2021.8.1
• idna==2.10
• importlib-metadata==4.12.0
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• jmespath==0.10.0
• joblib==1.0.1
• kiwisolver==1.3.2
• matplotlib==3.4.3
• mpmath==1.2.1
• multidict==6.0.2
• nltk==3.6.3
• numpy==1.19.5
• packaging==21.3
• pandas==1.3.2
• patsy==0.5.1
• pillow==9.1.1
• pip==22.1.2
• pmdarima==1.8.2
• ptvsd==4.3.2
• pyarrow==5.0.0
• pydevd==2.5.0
• pyhocon==0.3.58
• pymysql==1.0.2
• pyparsing==2.4.7
• python-dateutil==2.8.2
• pytz==2021.1
• pyyaml==5.4.1
• regex==2022.6.2
• requests==2.23.0
• s3fs==2021.8.1
• s3transfer==0.5.0
• scikit-learn==0.24.2
• scipy==1.7.1
• setuptools==49.1.3
• six==1.16.0
• spark==1.0
• statsmodels==0.12.2
• subprocess32==3.5.4
• sympy==1.8
• tbats==1.1.0
• threadpoolctl==3.1.0
• tqdm==4.64.0
• typing-extensions==4.2.0
• urllib3==1.25.11
• wheel==0.37.0
• wrapt==1.14.1
• yarl==1.7.2
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• zipp==3.8.0

取り込みのためのライブラリの圧縮
ライブラリは、単一の .py ファイルに含まれていない限り、.zip アーカイブにパッケージ化される必
要があります。パッケージディレクトリは、アーカイブのルートにあって、パッケージの __init__.py
ファイルを含んでいる必要があります。そうすると、Python は通常の方法でパッケージをインポートでき
るようになります。
ライブラリが 1 つの .py ファイルにある単一の Python モジュールでのみ構成されている場合、.zip
ファイルに入れる必要はありません。

開発エンドポイントへの Python ライブラリのロード
異なる ETL スクリプトに異なるライブラリセットを使用している場合、各セットに別々の開発エンドポイ
ントをセットアップするか、スクリプトを切り替えるたびに開発エンドポイントがロードするライブラリ
.zip ファイルを上書きすることができます。
コンソールを使用して、作成時に開発エンドポイントに 1 つまたは複数のライブラリ .zip ファイルを指定
できます。名前と IAM ロールを割り当てた後、[Script Libraries and job parameters (optional)] (スクリプト
ライブラリおよびジョブパラメータ (任意)) をクリックし、[Python library path] (Python ライブラリパス)
ボックスに、ライブラリ .zip ファイルへの完全な Amazon S3 パスを入力します。例:
s3://bucket/prefix/site-packages.zip

必要に応じてファイルへの複数のフルパスを指定できますが、以下のように、スペースなしでカンマで区
切ります。
s3://bucket/prefix/lib_A.zip,s3://bucket_B/prefix/lib_X.zip

これらの .zip ファイルを後で更新する場合は、コンソールを使用して開発エンドポイントにそのファイ
ルを再インポートできます。該当する開発エンドポイントに移動し、横にあるチェックボックスをオンに
して、[Action] (アクション) メニューから [Update ETL libraries] (ETL ライブラリの更新) を選択します。
同様の方法で、AWS Glue API を使用してライブラリファイルを指定できます。CreateDevEndpoint
アクション (Python: create_dev_endpoint) (p. 942) を呼び出して開発エンドポイントを作成する場
合、ExtraPythonLibsS3Path パラメータでライブラリへの 1 つ以上のフルパスを指定できます。以下
のような呼び出しになります。

dep = glue.create_dev_endpoint(
EndpointName="testDevEndpoint",
RoleArn="arn:aws:iam::123456789012",
SecurityGroupIds="sg-7f5ad1ff",
SubnetId="subnet-c12fdba4",
PublicKey="ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQCtp04H/y...",
NumberOfNodes=3,
ExtraPythonLibsS3Path="s3://bucket/prefix/lib_A.zip,s3://bucket_B/prefix/
lib_X.zip")

開発エンドポイントを更新するときに、DevEndpointCustomLibraries (p. 941) オブジェクトを使用し
UpdateDevEndpoint (update_dev_endpoint) (p. 946) の呼び出し時に UpdateEtlLibraries パラメー
タを True に設定して、ロードするライブラリも更新できます。
開発エンドポイントで Zeppelin ノートブックを使用している場合、.zip ファイルから 1 つ以上のパッ
ケージをインポートする前に、以下の PySpark 関数を呼び出す必要があります。
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sc.addPyFile("/home/glue/downloads/python/yourZipFileName.zip")

ジョブまたは JobRun での Python ライブラリの使用
コンソールで新しいジョブを作成する際、[Script Libraries and job parameters (optional)] (スクリプトライ
ブラリおよびジョブパラメータ (任意)) をクリックし、開発エンドポイント作成時と同じ方法で Amazon
S3 ライブラリの完全なパスを入力することで、1 つ以上のライブラリ .zip ファイルを指定できます。
s3://bucket/prefix/lib_A.zip,s3://bucket_B/prefix/lib_X.zip

CreateJob (create_job) (p. 902) を呼び出している場合は、以下のようにデフォルトの --extra-pyfiles パラメータを使用してデフォルトのライブラリへの 1 つ以上のフルパスを指定できます。
job = glue.create_job(Name='sampleJob',
Role='Glue_DefaultRole',
Command={'Name': 'glueetl',
'ScriptLocation': 's3://my_script_bucket/scripts/
my_etl_script.py'},
DefaultArguments={'--extra-py-files': 's3://bucket/prefix/
lib_A.zip,s3://bucket_B/prefix/lib_X.zip'})

その後 JobRun を開始するときに、デフォルトのライブラリ設定を別のもので上書きできます。
runId = glue.start_job_run(JobName='sampleJob',
Arguments={'--extra-py-files': 's3://bucket/prefix/lib_B.zip'})

AWS Glue Python コードサンプル
• コード例: データの結合と関係付け (p. 511)
• コード例: ResolveChoice、Lambda、および ApplyMapping を使用したデータ準備 (p. 519)

コード例: データの結合と関係付け
この例では、http://everypolitician.org/ から、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) の sampledataset バケットにデータセットをダウンロードして使用します。s3://awsglue-datasets/
examples/us-legislators/allこのデータセットには、米国議会議員や米国下院および上院議員の議
席に関する JSON 形式のデータが含まれており、このチュートリアルの目的のため少し変更され、パブ
リック Amazon S3 バケットで利用可能になりました。
この例のソースコードは、GitHub ウェブサイトの join_and_relationalize.py Glue サンプルリポジ
トリの AWS Glue ファイルにあります。
このデータを使用して、このチュートリアルでは以下のことを実行する方法を示します。
• AWS Glue クローラを使用して、パブリックな Amazon S3 バケットに保存されているオブジェクトを
分類し、それらのスキーマを AWS Glue Data Catalog に保存します。
• クロールの結果のテーブルのメタデータとスキーマを調べます。
• Data Catalog のメタデータを使用して Python の抽出、転送、およびロード (ETL) スクリプトを記述
し、以下の操作を行います。
• 異なるソースファイル内のデータをまとめて単一のデータテーブルに結合します (つまり、データを
非正規化します)。
• 議員のタイプ別に、結合テーブルを別のテーブルにフィルタリングします。
• 生成されたデータを後で分析するために Apache Parquet ファイルに分割して書き出します。

511

AWS Glue デベロッパーガイド
Python サンプル

Python または PySpark スクリプトをデバッグする最も簡単な方法は、開発エンドポイントを作成して
コードを実行することです。作業する開発エンドポイントを設定することから始めることをお勧めしま
す。詳しくは、「the section called “開発エンドポイントのプロパティの表示” (p. 228) 」を参照してくだ
さい。

ステップ 1: Amazon S3 バケット内のデータをクロールする
1.

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

2.

AWS Glue コンソールでのクローラーの使用 (p. 108) の手順に従って、s3://awsglue-datasets/
examples/us-legislators/all データセットをクロールできる新しいクローラを、AWS Glue
Data Catalog 内のデータベース legislators に作成します。サンプルデータは既に、このパブリッ
クな Amazon S3 バケットに用意されています。

3.

新しいクローラを実行し、legislators データベースを確認します。
クローラは、次のメタデータテーブルを作成します。
• persons_json
• memberships_json
• organizations_json
• events_json
• areas_json
• countries_r_json
これは、議員とその履歴を含むテーブルの半正規化されたテーブルの集合です。

ステップ 2: 開発エンドポイントノートブックに共通スクリプトを追加する
次の共通スクリプトを開発エンドポイントノートブックに貼り付けて、必要な AWS Glue ライブラリをイ
ンポートし、単一の GlueContext を設定します。
import sys
from awsglue.transforms import *
from awsglue.utils import getResolvedOptions
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job
glueContext = GlueContext(SparkContext.getOrCreate())

ステップ 3: Data Catalog 内のデータでスキーマを確認する
次に、簡単な手順で AWS Glue Data Catalog から DynamicFrame を作成し、そのデータのスキーマを調
べます。例えば、persons_json テーブルのスキーマを表示するには、ノートブックに以下を追加しま
す。
persons = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
database="legislators",
table_name="persons_json")
print "Count: ", persons.count()
persons.printSchema()

プリントコールの出力を以下に示します。
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Count: 1961
root
|-- family_name: string
|-- name: string
|-- links: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- note: string
|
|
|-- url: string
|-- gender: string
|-- image: string
|-- identifiers: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- scheme: string
|
|
|-- identifier: string
|-- other_names: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- note: string
|
|
|-- name: string
|
|
|-- lang: string
|-- sort_name: string
|-- images: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- url: string
|-- given_name: string
|-- birth_date: string
|-- id: string
|-- contact_details: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- type: string
|
|
|-- value: string
|-- death_date: string

テーブル内の各人は、米国議会のメンバーです。
memberships_json テーブルのスキーマを表示するには、次のように入力します。
memberships = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
database="legislators",
table_name="memberships_json")
print "Count: ", memberships.count()
memberships.printSchema()

出力は次のとおりです。
Count: 10439
root
|-- area_id: string
|-- on_behalf_of_id: string
|-- organization_id: string
|-- role: string
|-- person_id: string
|-- legislative_period_id: string
|-- start_date: string
|-- end_date: string

organizations は政党および上院と下院の 2 つの議会です。organizations_json テーブルのスキー
マを表示するには、次のように入力します。
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orgs = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
database="legislators",
table_name="organizations_json")
print "Count: ", orgs.count()
orgs.printSchema()

出力は次のとおりです。

Count: 13
root
|-- classification: string
|-- links: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- note: string
|
|
|-- url: string
|-- image: string
|-- identifiers: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- scheme: string
|
|
|-- identifier: string
|-- other_names: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- lang: string
|
|
|-- note: string
|
|
|-- name: string
|-- id: string
|-- name: string
|-- seats: int
|-- type: string

ステップ 4: データをフィルタリングする
次に、必要なフィールドのみを保持し、id の名前を org_id に変更します。データセットは、小さいた
め全体を表示することができます。
toDF() は DynamicFrame を Apache Spark に変換するので、Apache Spark SQL に既に存在する
DataFrame 変換を適用できます。

orgs = orgs.drop_fields(['other_names',
'identifiers']).rename_field(
'id', 'org_id').rename_field(
'name', 'org_name')
orgs.toDF().show()

以下に出力を示します。

+--------------+--------------------+--------------------+--------------------+----+-----------+--------------------+
|classification|
org_id|
org_name|
links|seats|
type|
image|
+--------------+--------------------+--------------------+--------------------+----+-----------+--------------------+
|
party|
party/al|
AL|
null| null|
null|
null|
|
party|
party/democrat|
Democrat|[[website,http://...| null|
null|https://upload.wi...|
|
party|party/democrat-li...|
Democrat-Liberal|[[website,http://...| null|
null|
null|
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|

legislature|d56acebe-8fdc-47b...|House of Represen...|
null| 435|lower
house|
null|
|
party|
party/independent|
Independent|
null| null|
null|
null|
|
party|party/new_progres...|
New Progressive|[[website,http://...| null|
null|https://upload.wi...|
|
party|party/popular_dem...|
Popular Democrat|[[website,http://...| null|
null|
null|
|
party|
party/republican|
Republican|[[website,http://...| null|
null|https://upload.wi...|
|
party|party/republican-...|Republican-Conser...|[[website,http://...| null|
null|
null|
|
party|
party/democrat|
Democrat|[[website,http://...| null|
null|https://upload.wi...|
|
party|
party/independent|
Independent|
null| null|
null|
null|
|
party|
party/republican|
Republican|[[website,http://...| null|
null|https://upload.wi...|
|
legislature|8fa6c3d2-71dc-478...|
Senate|
null| 100|upper
house|
null|
+--------------+--------------------+--------------------+--------------------+----+-----------+--------------------+

memberships に表示される organizations を表示するには、次のように入力します。
memberships.select_fields(['organization_id']).toDF().distinct().show()

以下に出力を示します。
+--------------------+
|
organization_id|
+--------------------+
|d56acebe-8fdc-47b...|
|8fa6c3d2-71dc-478...|
+--------------------+

ステップ 5: すべてをまとめる
ここで AWS Glue を使用して、これらのリレーショナルテーブルを結合し、議員の memberships とそれ
に対応する organizations の 1 つの完全な履歴テーブルを作成します。
1.

まず、persons および memberships を id および person_id と結合します。

2.

次に、結果を orgs と org_id および organization_id と結合します。

3.

次に、冗長なフィールド person_id および org_id を削除します。

これらの操作はすべて、1 行の (拡張された) コードで行うことができます。
l_history = Join.apply(orgs,
Join.apply(persons, memberships, 'id', 'person_id'),
'org_id', 'organization_id').drop_fields(['person_id', 'org_id'])
print "Count: ", l_history.count()
l_history.printSchema()

出力は次のとおりです。
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Count: 10439
root
|-- role: string
|-- seats: int
|-- org_name: string
|-- links: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- note: string
|
|
|-- url: string
|-- type: string
|-- sort_name: string
|-- area_id: string
|-- images: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- url: string
|-- on_behalf_of_id: string
|-- other_names: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- note: string
|
|
|-- name: string
|
|
|-- lang: string
|-- contact_details: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- type: string
|
|
|-- value: string
|-- name: string
|-- birth_date: string
|-- organization_id: string
|-- gender: string
|-- classification: string
|-- death_date: string
|-- legislative_period_id: string
|-- identifiers: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- scheme: string
|
|
|-- identifier: string
|-- image: string
|-- given_name: string
|-- family_name: string
|-- id: string
|-- start_date: string
|-- end_date: string

これで、分析に使用できる最終テーブルが作成されました。これは、分析のためのコンパクトで効率的
な形式 (つまり Parquet) で記述することができ、AWS Glue、Amazon Athena、または Amazon Redshift
Spectrum で SQL を実行できます。
次の呼び出しは、複数のファイルにわたってテーブルを書き込んで、後で解析するときに高速な並列読み
込みをサポートします。

glueContext.write_dynamic_frame.from_options(frame = l_history,
connection_type = "s3",
connection_options = {"path": "s3://glue-sample-target/output-dir/
legislator_history"},
format = "parquet")

すべての履歴データを単一のファイルにまとめるには、データフレームに変換し、再パーティション化し
て書き出す必要があります。

s_history = l_history.toDF().repartition(1)

516

AWS Glue デベロッパーガイド
Python サンプル
s_history.write.parquet('s3://glue-sample-target/output-dir/legislator_single')

または、上院と下院でそれを分けたい場合。

l_history.toDF().write.parquet('s3://glue-sample-target/output-dir/legislator_part',
partitionBy=['org_name'])

ステップ 6: リレーショナルデータベース向けにデータを変換する
AWS Glue では半構造化データでも Amazon Redshift のようなリレーショナルデータベースに簡単
に書き込むことができるのです。これにより、フレーム内のオブジェクトがどれほど複雑であって
も、DynamicFrames をフラット化する変換 relationalize が提供されます。
この例の l_history DynamicFrame を使用して、ルートテーブル (hist_root) の名前と一時的な作
業パスを relationalize に渡します。これにより、DynamicFrameCollection が返されます。その
後、そのコレクション内の DynamicFrames の名前を一覧表示できます。

dfc = l_history.relationalize("hist_root", "s3://glue-sample-target/temp-dir/")
dfc.keys()

keys 呼び出しの出力は次のとおりです。

[u'hist_root', u'hist_root_contact_details', u'hist_root_links',
u'hist_root_other_names', u'hist_root_images', u'hist_root_identifiers']

Relationalize は、履歴テーブルを 6 つの新しいテーブルに分割します。DynamicFrame の各オブ
ジェクトのレコードを含むルートテーブル、および配列の補助テーブルです。リレーショナルデータベー
スでの配列の処理は、特に配列が大きくなる場合に、最適ではないことがあります。配列を別のテーブル
に分けることで、クエリの実行速度が大幅に向上します。
次に、contact_details を調べて分離を確認します。

l_history.select_fields('contact_details').printSchema()
dfc.select('hist_root_contact_details').toDF().where("id = 10 or id =
75").orderBy(['id','index']).show()

show 呼び出しの出力は次のとおりです。

root
|-- contact_details: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- type: string
|
|
|-- value: string
+---+-----+------------------------+-------------------------+
| id|index|contact_details.val.type|contact_details.val.value|
+---+-----+------------------------+-------------------------+
| 10|
0|
fax|
|
| 10|
1|
|
202-225-1314|
| 10|
2|
phone|
|
| 10|
3|
|
202-225-3772|
| 10|
4|
twitter|
|
| 10|
5|
|
MikeRossUpdates|
| 75|
0|
fax|
|
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| 75|
1|
|
202-225-7856|
| 75|
2|
phone|
|
| 75|
3|
|
202-225-2711|
| 75|
4|
twitter|
|
| 75|
5|
|
SenCapito|
+---+-----+------------------------+-------------------------+

contact_details フィールドは、元の DynamicFrame の構造体の配列です。これらの配列
の各要素は、index によってインデックス化された、補助テーブルの個別の行です。ここで id
は、contact_details キーを使用する hist_root テーブルの外部キーです。
dfc.select('hist_root').toDF().where(
"contact_details = 10 or contact_details = 75").select(
['id', 'given_name', 'family_name', 'contact_details']).show()

出力を次に示します。
+--------------------+----------+-----------+---------------+
|
id|given_name|family_name|contact_details|
+--------------------+----------+-----------+---------------+
|f4fc30ee-7b42-432...|
Mike|
Ross|
10|
|e3c60f34-7d1b-4c0...|
Shelley|
Capito|
75|
+--------------------+----------+-----------+---------------+

これらのコマンドでは、toDF() および where 式を使用して、表示する行をフィルタリングすることに注
意してください。
したがって、hist_root テーブルを補助テーブルと結合すると、次のことが可能になります。
• 配列をサポートせずにデータベースにデータをロードします。
• SQL を使用して配列内の各項目にクエリを実行します。
AWS Glue 接続を使用して、Amazon Redshift の認証情報を安全に保存してアクセスします。独自の接続
の作成方法については、「AWS Glue Data Catalog での接続の定義 (p. 61)」を参照してください。
DynamicFrames を 1 つずつ切り替えて、接続にデータを書き込みできるようになりました。
for df_name in dfc.keys():
m_df = dfc.select(df_name)
print "Writing to table: ", df_name
glueContext.write_dynamic_frame.from_jdbc_conf(frame = m_df, connection settings here)

接続設定は、リレーショナルデータベースのタイプによって異なります。
• Amazon Redshift への書き込み手順については、「the section called “Amazon Redshift との間でのデー
タの移動” (p. 737)」を参照してください。
• その他のデータベースについては、「AWS Glue での ETL の接続タイプとオプション (p. 678)」を参
照してください。

結論
全体として、AWS Glue は非常に柔軟です。通常は書くのに数日かかるところを、数行のコードで達成で
きます。ソースからターゲットへの ETL スクリプトの全体は、GitHub の AWS Glue サンプル内の Python
ファイル join_and_relationalize.py にあります。

518

AWS Glue デベロッパーガイド
Python サンプル

コード例: ResolveChoice、Lambda、および ApplyMapping を使
用したデータ準備
この例で使用されているデータセットは、2 つの Data.CMS.gov データセット (Inpatient Prospective
Payment System Provider Summary for the Top 100 Diagnosis-Related Groups - FY2011 および Inpatient
Charge Data FY 2011) からダウンロードされた、メディケアプロバイダの支払いデータで構成されていま
す。ダウンロードした後、データセットを修正してファイルの最後にいくつかの誤ったレコードを追加し
ました。この変更されたファイルは、パブリックな Amazon S3 バケット (s3://awsglue-datasets/
examples/medicare/Medicare_Hospital_Provider.csv) 内に置かれています。
この例のソースコードは、data_cleaning_and_lambda.py 例AWS Glue GitHub リポジトリの ファイ
ルにあります。
Python または PySpark スクリプトをデバッグする最も簡単な方法は、開発エンドポイントを作成して
コードを実行することです。作業する開発エンドポイントを設定することから始めることをお勧めしま
す。詳しくは、「the section called “開発エンドポイントのプロパティの表示” (p. 228) 」を参照してくだ
さい。

ステップ 1: Amazon S3 バケット内のデータをクロールする
1.

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

2.

AWS Glue コンソールでのクローラーの使用 (p. 108) で説明されているプロセスに従って s3://
awsglue-datasets/examples/medicare/Medicare_Hospital_Provider.csv ファイルを
クロールできる新しいクローラを作成し、得られた結果のメタデータを AWS Glue Data Catalog の
payments という名前のデータベースに配置します。

3.

新しいクローラを実行し、payments データベースを確認します。クローラは、最初のファイルを読
み込んでファイルの形式と区切り記号を判断してから、データベースに medicare という名前のメタ
データテーブルを作成したことが分かります。
新しい medicare テーブルのスキーマは次のようになります。
Column name
Data type
==================================================
drg definition
string
provider id
bigint
provider name
string
provider street address
string
provider city
string
provider state
string
provider zip code
bigint
hospital referral region description
string
total discharges
bigint
average covered charges
string
average total payments
string
average medicare payments
string

ステップ 2: 開発エンドポイントノートブックに共通スクリプトを追加する
次の共通スクリプトを開発エンドポイントノートブックに貼り付けて、必要な AWS Glue ライブラリをイ
ンポートし、単一の GlueContext を設定します。
import sys
from awsglue.transforms import *
from awsglue.utils import getResolvedOptions
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
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from awsglue.job import Job
glueContext = GlueContext(SparkContext.getOrCreate())

ステップ 3: 異なるスキーマ解析を比較する
次に、Apache Spark DataFrame によって認識されたスキーマが、AWS Glue クローラによって記録され
たスキーマと同じかどうかを確認できます。以下のコードを実行します。
medicare = spark.read.format(
"com.databricks.spark.csv").option(
"header", "true").option(
"inferSchema", "true").load(
's3://awsglue-datasets/examples/medicare/Medicare_Hospital_Provider.csv')
medicare.printSchema()

printSchema 呼び出しの出力は次のとおりです。
root
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--

DRG Definition: string (nullable = true)
Provider Id: string (nullable = true)
Provider Name: string (nullable = true)
Provider Street Address: string (nullable = true)
Provider City: string (nullable = true)
Provider State: string (nullable = true)
Provider Zip Code: integer (nullable = true)
Hospital Referral Region Description: string (nullable = true)
Total Discharges : integer (nullable = true)
Average Covered Charges : string (nullable = true)
Average Total Payments : string (nullable = true)
Average Medicare Payments: string (nullable = true)

次に、AWS Glue DynamicFrame によって生成されるスキーマを確認します。
medicare_dynamicframe = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
database = "payments",
table_name = "medicare")
medicare_dynamicframe.printSchema()

printSchema の出力は次のとおりです。
root
|-|-|
|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--

drg definition: string
provider id: choice
|-- long
|-- string
provider name: string
provider street address: string
provider city: string
provider state: string
provider zip code: long
hospital referral region description: string
total discharges: long
average covered charges: string
average total payments: string
average medicare payments: string
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DynamicFrame は、provider id が long 型または string 型のいずれかであるスキーマを生成しま
す。DataFrame スキーマは Provider Id を string 型としてリストし、Data Catalog は provider
id を bigint 型としてリストします。
正しいものはどちらでしょうか。ファイルの末尾には、その列に string 値を持つ 2 つのレコード
(160,000 レコードのうち) があります。これらは、問題を説明するために導入されたエラーのあるレコー
ドです。
このような問題に対処するために、AWS Glue DynamicFrame では Choice 型の概念を導入していま
す。この場合、DynamicFrame は、その列に long 値と string 値の両方が存在することを示していま
す。AWS Glue クローラはデータの 2 MB のプレフィックスのみを考慮しているため、string 値を見落
としました。Apache Spark DataFrame はデータセット全体を考慮しましたが、最も一般的な型、つまり
string 型を強制的に列に割り当てました。実際、慣れていない複雑な型やバリエーションがある場合に
も、Spark は最も一般的なケースを使用することがあります。
provider id 列のクエリを実行するには、Choice 型をまず解決する必要があります。DynamicFrame
で、cast:long オプションを指定して resolveChoice 変換メソッドを使用すると、これらの string
値を long 値に変換できます。
medicare_res = medicare_dynamicframe.resolveChoice(specs = [('provider id','cast:long')])
medicare_res.printSchema()

この場合、printSchema の出力は次のようになります。
root
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--

drg definition: string
provider id: long
provider name: string
provider street address: string
provider city: string
provider state: string
provider zip code: long
hospital referral region description: string
total discharges: long
average covered charges: string
average total payments: string
average medicare payments: string

値がキャストできない string だった場合に、AWS Glue は null を挿入しました。
もう 1 つのオプションは、両方のタイプの値を保持する struct に Choice 型を変換することです。
次に、異常だった行を確認してみましょう。
medicare_res.toDF().where("'provider id' is NULL").show()

次のように表示されています。
+--------------------+-----------+---------------+-----------------------+------------+--------------+-----------------+------------------------------------+---------------+-----------------------+----------------------+-------------------------+
|
drg definition|provider id| provider name|provider street address|provider city|
provider state|provider zip code|hospital referral region description|total discharges|
average covered charges|average total payments|average medicare payments|
+--------------------+-----------+---------------+-----------------------+------------+--------------+-----------------+------------------------------------+---------------+-----------------------+----------------------+-------------------------+
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|948 - SIGNS & SYM...|
null|
INC|
1050 DIVISION ST|
MAUSTON|
WI|
53948|
WI - Madison|
12|
$11961.41|
$4619.00|
$3775.33|
|948 - SIGNS & SYM...|
null| INC- ST JOSEPH|
5000 W CHAMBERS ST|
MILWAUKEE|
WI|
53210|
WI - Milwaukee|
14|
$10514.28|
$5562.50|
$4522.78|
+--------------------+-----------+---------------+-----------------------+------------+--------------+-----------------+------------------------------------+---------------+-----------------------+----------------------+-------------------------+

次のように、2 つの不正な形式のレコードを削除します。
medicare_dataframe = medicare_res.toDF()
medicare_dataframe = medicare_dataframe.where("'provider id' is NOT NULL")

ステップ 4: データのマッピングと Apache Spark Lambda 関数の使用
AWS Glue では、まだユーザー定義関数とも呼ばれる Lambda 関数が直接サポートされていません。しか
し、いつでも DynamicFrame を Apache Spark DataFrame との間で変換して、DynamicFrames の特殊
な機能に加えて Spark の機能を利用できます。
次に、支払い情報を数字に変換すると、Amazon Redshift や Amazon Athena のような分析エンジンが、よ
り迅速に数値処理を実行できるようになります。
from pyspark.sql.functions import udf
from pyspark.sql.types import StringType
chop_f = udf(lambda x: x[1:], StringType())
medicare_dataframe = medicare_dataframe.withColumn(
"ACC", chop_f(
medicare_dataframe["average covered charges"])).withColumn(
"ATP", chop_f(
medicare_dataframe["average total payments"])).withColumn(
"AMP", chop_f(
medicare_dataframe["average medicare payments"]))
medicare_dataframe.select(['ACC', 'ATP', 'AMP']).show()

show 呼び出しの出力は次のとおりです。
+--------+-------+-------+
|
ACC|
ATP|
AMP|
+--------+-------+-------+
|32963.07|5777.24|4763.73|
|15131.85|5787.57|4976.71|
|37560.37|5434.95|4453.79|
|13998.28|5417.56|4129.16|
|31633.27|5658.33|4851.44|
|16920.79|6653.80|5374.14|
|11977.13|5834.74|4761.41|
|35841.09|8031.12|5858.50|
|28523.39|6113.38|5228.40|
|75233.38|5541.05|4386.94|
|67327.92|5461.57|4493.57|
|39607.28|5356.28|4408.20|
|22862.23|5374.65|4186.02|
|31110.85|5366.23|4376.23|
|25411.33|5282.93|4383.73|
| 9234.51|5676.55|4509.11|
|15895.85|5930.11|3972.85|
|19721.16|6192.54|5179.38|
|10710.88|4968.00|3898.88|
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|51343.75|5996.00|4962.45|
+--------+-------+-------+
only showing top 20 rows

これらは、すべてデータ内ではまだ文字列です。強力な apply_mapping 変換メソッドを使用して、デー
タをドロップ、名前変更、キャスト、およびネストし、他のデータプログラミング言語やシステムで容易
にアクセスできるようにします。
from awsglue.dynamicframe import DynamicFrame
medicare_tmp_dyf = DynamicFrame.fromDF(medicare_dataframe, glueContext, "nested")
medicare_nest_dyf = medicare_tmp_dyf.apply_mapping([('drg definition', 'string', 'drg',
'string'),
('provider id', 'long', 'provider.id', 'long'),
('provider name', 'string', 'provider.name', 'string'),
('provider city', 'string', 'provider.city', 'string'),
('provider state', 'string', 'provider.state', 'string'),
('provider zip code', 'long', 'provider.zip', 'long'),
('hospital referral region description', 'string','rr', 'string'),
('ACC', 'string', 'charges.covered', 'double'),
('ATP', 'string', 'charges.total_pay', 'double'),
('AMP', 'string', 'charges.medicare_pay', 'double')])
medicare_nest_dyf.printSchema()

printSchema の出力は次のとおりです。
root
|-|-|
|
|
|
|
|-|-|
|
|

drg: string
provider: struct
|-- id: long
|-- name: string
|-- city: string
|-- state: string
|-- zip: long
rr: string
charges: struct
|-- covered: double
|-- total_pay: double
|-- medicare_pay: double

データを Spark DataFrame に戻すと、現在どのような状態かが分かります。
medicare_nest_dyf.toDF().show()

出力は次のとおりです。
+--------------------+--------------------+---------------+--------------------+
|
drg|
provider|
rr|
charges|
+--------------------+--------------------+---------------+--------------------+
|039 - EXTRACRANIA...|[10001,SOUTHEAST ...|
AL - Dothan|[32963.07,5777.24...|
|039 - EXTRACRANIA...|[10005,MARSHALL M...|AL - Birmingham|[15131.85,5787.57...|
|039 - EXTRACRANIA...|[10006,ELIZA COFF...|AL - Birmingham|[37560.37,5434.95...|
|039 - EXTRACRANIA...|[10011,ST VINCENT...|AL - Birmingham|[13998.28,5417.56...|
|039 - EXTRACRANIA...|[10016,SHELBY BAP...|AL - Birmingham|[31633.27,5658.33...|
|039 - EXTRACRANIA...|[10023,BAPTIST ME...|AL - Montgomery|[16920.79,6653.8,...|
|039 - EXTRACRANIA...|[10029,EAST ALABA...|AL - Birmingham|[11977.13,5834.74...|
|039 - EXTRACRANIA...|[10033,UNIVERSITY...|AL - Birmingham|[35841.09,8031.12...|
|039 - EXTRACRANIA...|[10039,HUNTSVILLE...|AL - Huntsville|[28523.39,6113.38...|
|039 - EXTRACRANIA...|[10040,GADSDEN RE...|AL - Birmingham|[75233.38,5541.05...|
|039 - EXTRACRANIA...|[10046,RIVERVIEW ...|AL - Birmingham|[67327.92,5461.57...|
|039 - EXTRACRANIA...|[10055,FLOWERS HO...|
AL - Dothan|[39607.28,5356.28...|
|039 - EXTRACRANIA...|[10056,ST VINCENT...|AL - Birmingham|[22862.23,5374.65...|
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|039 - EXTRACRANIA...|[10078,NORTHEAST ...|AL - Birmingham|[31110.85,5366.23...|
|039 - EXTRACRANIA...|[10083,SOUTH BALD...|
AL - Mobile|[25411.33,5282.93...|
|039 - EXTRACRANIA...|[10085,DECATUR GE...|AL - Huntsville|[9234.51,5676.55,...|
|039 - EXTRACRANIA...|[10090,PROVIDENCE...|
AL - Mobile|[15895.85,5930.11...|
|039 - EXTRACRANIA...|[10092,D C H REGI...|AL - Tuscaloosa|[19721.16,6192.54...|
|039 - EXTRACRANIA...|[10100,THOMAS HOS...|
AL - Mobile|[10710.88,4968.0,...|
|039 - EXTRACRANIA...|[10103,BAPTIST ME...|AL - Birmingham|[51343.75,5996.0,...|
+--------------------+--------------------+---------------+--------------------+
only showing top 20 rows

ステップ 5: Apache Parquet にデータを書き込む
AWS Glue は、リレーショナルデータベースが効果的に消費できる Apache Parquet のような形式でデー
タを書き込むことを容易にします。
glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
frame = medicare_nest_dyf,
connection_type = "s3",
connection_options = {"path": "s3://glue-sample-target/output-dir/
medicare_parquet"},
format = "parquet")

AWS Glue PySpark 拡張機能リファレンス
AWS Glue は PySpark Python 方言に以下の拡張機能を作成しました。
• getResolvedOptions を使用して、パラメータにアクセスする (p. 524)
• PySpark 拡張子型 (p. 525)
• DynamicFrame クラス (p. 529)
• DynamicFrameCollection クラス (p. 568)
• DynamicFrameWriter クラス (p. 569)
• DynamicFrameReader クラス (p. 571)
• GlueContext クラス (p. 574)

getResolvedOptions を使用して、パラメータにアクセスする
AWS Glue getResolvedOptions(args, options) ユーティリティ関数を使用すると、ジョブの実行
時にスクリプトに渡される引数にアクセスできます。この関数を使用するには、まず AWS Glue utils モ
ジュールと sys モジュールからインポートします。
import sys
from awsglue.utils import getResolvedOptions

getResolvedOptions(args, options)
• args - sys.argv に含まれる引数のリスト。
• options - 取得したい引数名の Python 配列。

Example JobRun に渡された引数を取得する
スクリプト (Lambda 関数など) の中で、JobRun を作成した場合を考えます。
response = client.start_job_run(
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JobName = 'my_test_Job',
Arguments = {
'--day_partition_key':
'partition_0',
'--hour_partition_key': 'partition_1',
'--day_partition_value': day_partition_value,
'--hour_partition_value': hour_partition_value } )

渡された引数を取得するには、次のように、getResolvedOptions 関数を使用できます。
import sys
from awsglue.utils import getResolvedOptions
args = getResolvedOptions(sys.argv,
['JOB_NAME',
'day_partition_key',
'hour_partition_key',
'day_partition_value',
'hour_partition_value'])
print "The day-partition key is: ", args['day_partition_key']
print "and the day-partition value is: ", args['day_partition_value']

各引数は 2 つのハイフンで始まり、ハイフンなしでスクリプト内で参照されるように定義されていること
に注意してください。引数では、ハイフンではなく、アンダースコアのみを使用します。引数の解決のた
めに、この規則に従う必要があります。

PySpark 拡張子型
AWS Glue PySpark 拡張子で使用される型。

DataType
他の AWS Glue 型の基本クラス。

__init__(properties={})
• properties – データ型のプロパティ (オプション)。

typeName(cls)
AWS Glue 型クラスの種類 (つまり、"型" が末尾から削除されたクラス名) を返します。
• cls – AWS Glue から派生した DataType クラスインスタンス。

jsonValue( )
データ型とクラスのプロパティが含まれる JSON オブジェクトを返します。
{
}

"dataType": typeName,
"properties": properties

AtomicType およびシンプルデリバティブ
DataType (p. 525) クラスから継承して拡張し、すべての AWS Glue アトミックデータ型の基本クラスと
して機能します。

525

AWS Glue デベロッパーガイド
PySpark 拡張機能

fromJsonValue(cls, json_value)
JSON オブジェクトからの値を使用してクラスインスタンスを初期化します。
• cls – 初期化する AWS Glue 型のクラスインスタンス。
• json_value – キーと値のペアのロード元の JSON オブジェクト。

次の型は、AtomicType (p. 525) クラスのシンプルデリバティブです。
• BinaryType – バイナリデータ.
• BooleanType – ブール値。
• ByteType – バイト値。
• DateType – 日時値。
• DoubleType – 倍精度浮動小数点値。
• IntegerType – 整数値.
• LongType – 長整数値。
• NullType – null 値。
• ShortType – 短整数値。
• StringType – テキスト文字列。
• TimestampType – タイムスタンプ値 (通常は 1970 年 1 月 1 日からの秒数)。
• UnknownType – 未確認型の値。

DecimalType(AtomicType)
10 進数 (バイナリ 2 進数ではなく、10 進数で表記される数) を表わすため、AtomicType (p. 525) クラス
から継承して拡張します。

__init__(precision=10, scale=2, properties={})
• precision – 10 進数の桁数 (オプション、デフォルトは 10)。
• scale – 小数点以下の桁数 (オプション、デフォルトは 2)。
• properties – 10 進数のプロパティ (オプション)。

EnumType(AtomicType)
有効なオプションの列挙を表すために、AtomicType (p. 525) クラスから継承して拡張します。

__init__(options)
• options – 列挙されているオプションのリスト。

コレクション型
• ArrayType(DataType) (p. 527)
• ChoiceType(DataType) (p. 527)
• MapType(DataType) (p. 527)
• フィールド (オブジェクト) (p. 527)
• StructType(DataType) (p. 527)
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• EntityType(DataType) (p. 528)

ArrayType(DataType)
__init__(elementType=UnknownType(), properties={})
• elementType – 配列の要素の型 (オプション、デフォルトは UnknownType)。
• properties – 配列のプロパティ (オプション)。

ChoiceType(DataType)
__init__(choices=[], properties={})
• choices – 選択肢のリスト (オプション)。
• properties – これらのオプションのプロパティ (オプション)。

add(new_choice)
可能な選択肢のリストに、新しい選択肢を追加します。
• new_choice – 可能な選択肢のリストに追加する選択肢。

merge(new_choices)
新しい選択肢のリストを既存の選択肢のリストとマージします。
• new_choices – 既存の選択肢とマージする新しい選択肢のリスト。

MapType(DataType)
__init__(valueType=UnknownType, properties={})
• valueType – マップの値の型 (オプション、デフォルトは UnknownType)。
• properties – マップのプロパティ (オプション)。

フィールド (オブジェクト)
DataType (p. 525) から派生したオブジェクトからフィールドオブジェクトを作成します。

__init__(name, dataType, properties={})
• name – フィールドに割り当てる名前。
• dataType – フィールド作成元のオブジェクト。
• properties – フィールドのプロパティ (オプション)。

StructType(DataType)
データ構造を定義します (struct)。
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__init__(fields=[], properties={})
• fields – フィールドのリスト (Field 型) 構造に含めます (オプション)。
• properties – 構造のプロパティ (オプション)。

add(field)
• field – 構造に追加するオブジェクトの Field 型。

hasField(field)
この構造に同じ名前のフィールドがある場合は True を、そうでない場合は False を返します。
• field – フィールド名、または名前が使用される Field 型のオブジェクト。

getField(field)
• field – 名前が使用される Field 型のフィールド名またはオブジェクト。構造に同じ名前のフィールド
がある場合は、返されます。

EntityType(DataType)
__init__(entity, base_type, properties)
このクラスは、まだ実装されていません。

その他の型
• DataSource (オブジェクト) (p. 528)
• DataSink (オブジェクト) (p. 529)

DataSource (オブジェクト)
__init__(j_source, sql_ctx, name)
• j_source – データソース。
• sql_ctx – SQL コンテキスト。
• name – データソース名。

setFormat(format, **options)
• format – データソースを設定する形式。
• options – データソースに設定するオプションのコレクション。

getFrame()
データソースに DynamicFrame を返します。
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DataSink (オブジェクト)
__init__(j_sink, sql_ctx)
• j_sink – 作成するシンク。
• sql_ctx – データシンクの SQL コンテキスト。

setFormat(format, **options)
• format – データシンクを設定する形式。
• options – データシンクに設定するオプションのコレクション。

setAccumulableSize(size)
• size – 設定する累積サイズ (バイト単位)。

writeFrame(dynamic_frame, info="")
• dynamic_frame - 書き込む DynamicFrame。
• info – DynamicFrame に関する情報 (オプション)。

write(dynamic_frame_or_dfc, info="")
DynamicFrame または DynamicFrameCollection を書き込みます。
• dynamic_frame_or_dfc – 書き込む DynamicFrame オブジェクトまたは
DynamicFrameCollection オブジェクトのいずれか。
• info – 書き込む DynamicFrame または DynamicFrames に関する情報 (オプション)。

DynamicFrame クラス
Apache Spark の主要な抽象化の 1 つは SparkSQL DataFrame で、これは R と Pandas にある
DataFrame 構造に似ています。DataFrame はテーブルと似ており、機能スタイル (マップ/リデュース/
フィルター/その他) 操作と SQL 操作 (選択、プロジェクト、集計) をサポートしています。
DataFrames は、強力で広く使用されていますが、抽出、変換、ロード (ETL) 操作に関しては制限があ
ります。最も重要なのは、データをロードする前にスキーマを指定する必要があることです。SparkSQL
は、データに対してパスを 2 つ作ることでこれを解決します。この 1 つ目はスキーマの推定を行い、2 つ
目はデータをロードします。ただし、この推測は限定されており、実際の煩雑なデータには対応しませ
ん。例えば、同じフィールドが異なるレコードの異なるタイプである可能性があります。Apache Spark
は、多くの場合、作業を中断して、元のフィールドテキストを使用して型を string として報告します。
これは正しくない可能性があり、スキーマの不一致を解決する方法を細かくコントロールする必要がある
かもしれません。また、大規模なデータセットの場合、ソースデータに対する追加パスが非常に高価にな
る可能性があります。
これらの制限に対応するために、AWS Glue では DynamicFrame を導入しています。DynamicFrame
は、DataFrame と似ていますが、各レコードが自己記述できるため、最初はスキーマは必要ありませ
ん。代わりに、AWS Glue は必要に応じてオンザフライでスキーマを計算し、選択 (または共用) タイプを
使用してスキーマの不一致を明示的にエンコードします。これらの不整合を解決して、固定スキーマを必
要とするデータストアとデータセットを互換性のあるものにできます。
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同様に、DynamicRecord は DynamicFrame 内の論理レコードを表します。これは、Spark DataFrame
の行と似ていますが、自己記述型であり、固定スキーマに適合しないデータに使用できます。
スキーマの不一致を解決したら、DynamicFrames を DataFrames との間で変換することができます。

— construction —
• __init__ (p. 530)
• fromDF (p. 530)
• toDF (p. 530)

__init__
__init__(jdf, glue_ctx, name)
• jdf - Java 仮想マシン (JVM) 内のデータフレームへの参照。
• glue_ctx – GlueContext クラス (p. 574) オブジェクト。
• name - オプションの名前文字列。デフォルトでは空。

fromDF
fromDF(dataframe, glue_ctx, name)
DataFrame フィールドを DynamicRecord に変換することにより、DataFrame を DynamicFrame に変
換します。新しい DynamicFrame を返します。
DynamicRecord は DynamicFrame 内の論理レコードを表します。これは、自己記述型であり、固定ス
キーマに適合しないデータに使用できる点を除いて、Spark DataFrame の行に似ています。
• dataframe - 変換する Apache Spark SQL DataFrame (必須)。
• glue_ctx - この変換のコンテキストを指定する GlueContext クラス (p. 574) オブジェクト (必須)。
• name – 結果の DynamicFrame の名前 (必須)。

toDF
toDF(options)
DynamicRecords を DataFrame フィールドに変換することにより、DynamicFrame を Apache Spark
DataFrame に変換します。新しい DataFrame を返します。
DynamicRecord は DynamicFrame 内の論理レコードを表します。これは、自己記述型であり、固定ス
キーマに適合しないデータに使用できる点を除いて、Spark DataFrame の行に似ています。
• options - オプションのリスト。Project と Cast アクションタイプを選択した場合、ターゲットのタ
イプを指定します。次に例を示します。
>>>toDF([ResolveOption("a.b.c", "KeepAsStruct")])
>>>toDF([ResolveOption("a.b.c", "Project", DoubleType())])

— information —
• 数 (p. 531)
530

AWS Glue デベロッパーガイド
PySpark 拡張機能

• schema (p. 531)
•
•
•
•

printSchema (p. 531)
show (p. 531)
repartition (p. 531)
coalesce (p. 531)

数
count( ) - 基盤となる DataFrame の行数を返します。

schema
schema( ) - この DynamicFrame のスキーマを返します。使用できない場合は、基盤となる
DataFrame のスキーマを返します。

printSchema
printSchema( ) - 基盤となる DataFrame のスキーマを表示します。

show
show(num_rows) - 基盤となる DataFrame から、指定された行数を表示します。

repartition
repartition(numPartitions) – numPartitions 個のパーティションを含む新しい DynamicFrame
を返します。

coalesce
coalesce(numPartitions) – numPartitions 個のパーティションを含む新しい DynamicFrame を
返します。

— transforms —
• apply_mapping (p. 532)
• drop_fields (p. 533)
• フィルター (p. 535)
• join (p. 536)
• map (p. 539)
• mergeDynamicFrame (p. 541)
•
•
•
•

関係付け (p. 543)
rename_field (p. 545)
resolveChoice (p. 547)
select_fields (p. 551)

•
•
•
•
•

スピゴット (p. 553)
split_fields (p. 555)
split_rows (p. 556)
アンボックス (p. 559)
ネスト解除 (p. 562)

• unnest_ddb_json (p. 563)
• 書き込み (p. 564)
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apply_mapping
apply_mapping(mappings, transformation_ctx="", info="", stageThreshold=0,
totalThreshold=0)
DynamicFrame に宣言型のマッピングを適用し、それらのマッピングが適用された新しい
DynamicFrame を指定したフィールドに返します。未指定のフィールドは新しい DynamicFrame から除
外されます。
• mappings — マッピングタプルのリスト (必須)。それぞれが (ソース列、ソースタイプ、ターゲット
列、ターゲットタイプ) で構成されます。
ソース列で、名前にドット「.」が含まれている場合、バックティック「``」で囲む必要があります。
例えば、this.old.name (文字列) を thisNewName にマッピングするには、次のタプルを使用しま
す。
("`this.old.name`", "string", "thisNewName", "string")

• transformation_ctx - 状態情報を識別するために使用される一意の文字列 (オプション)。
• info - この変換のエラー報告に関連付ける文字列 (オプション)。
• stageThreshold - この変換中に発生した、プロセスがエラーを出力するエラーの数 (オプション)。デ
フォルトはゼロで、エラーを出力しないことを示します。
• totalThreshold - この変換までに発生したエラーのうち、プロセスがエラーを出力するエラーの数
(オプション)。デフォルトはゼロで、エラーを出力しないことを示します。

例: apply_mapping を使用してフィールドの名前を変更し、フィールドタイプを変更する
次のコード例は、apply_mapping メソッドを使用して、選択したフィールドの名前を変更し、フィール
ドタイプを変更する方法を示しています。

Note
この例で使用されているデータセットにアクセスするには、「コード例: データの結合と関
係付け (p. 511)」を参照し、「ステップ 1: Amazon S3 バケット内のデータをクロールす
る (p. 512)」の手順に従います。
# Example: Use apply_mapping to reshape source data into
# the desired column names and types as a new DynamicFrame
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
# Create GlueContext
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)
# Create a DynamicFrame and view its schema
persons = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
database="legislators", table_name="persons_json"
)
print("Schema for the persons DynamicFrame:")
persons.printSchema()
# Select and rename fields, change field type
print("Schema for the persons_mapped DynamicFrame, created with apply_mapping:")
persons_mapped = persons.apply_mapping(
[
("family_name", "String", "last_name", "String"),
("name", "String", "first_name", "String"),
("birth_date", "String", "date_of_birth", "Date"),
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]
)
persons_mapped.printSchema()

出力
Schema for the persons DynamicFrame:
root
|-- family_name: string
|-- name: string
|-- links: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- note: string
|
|
|-- url: string
|-- gender: string
|-- image: string
|-- identifiers: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- scheme: string
|
|
|-- identifier: string
|-- other_names: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- lang: string
|
|
|-- note: string
|
|
|-- name: string
|-- sort_name: string
|-- images: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- url: string
|-- given_name: string
|-- birth_date: string
|-- id: string
|-- contact_details: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- type: string
|
|
|-- value: string
|-- death_date: string
Schema for the persons_mapped DynamicFrame, created with apply_mapping:
root
|-- last_name: string
|-- first_name: string
|-- date_of_birth: date

drop_fields
drop_fields(paths, transformation_ctx="", info="", stageThreshold=0,
totalThreshold=0)
FlatMap クラス (p. 601) 変換を呼び出して、DynamicFrame からフィールドを削除します。指定された
フィールドが削除された新しい DynamicFrame を返します。
• paths - 文字列のリスト。それぞれに、ドロップするフィールドノードへのフルパスが含まれます。
ドット表記を使用して、ネストされたフィールドを指定できます。例えば、フィールド first がツリー
内のフィールド name の子である場合は、パスに "name.first" を指定します。
• transformation_ctx - 状態情報を識別するために使用される一意の文字列 (オプション)。
• info - この変換のエラー報告に関連付ける文字列 (オプション)。
• stageThreshold - この変換中に発生した、プロセスがエラーを出力するエラーの数 (オプション)。デ
フォルトはゼロで、エラーを出力しないことを示します。
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• totalThreshold - この変換までに発生したエラーのうち、プロセスがエラーを出力するエラーの数
(オプション)。デフォルトはゼロで、エラーを出力しないことを示します。

例: drop_fields を使用して DynamicFrame からフィールドを削除する
このコード例では、drop_fields メソッドを使用して、選択したトップレベルフィールドとネストされ
たフィールドを DynamicFrame から削除します。
データセットの例
この例では、コード内の EXAMPLE-FRIENDS-DATA テーブルで表される次のデータセットを使用します。
{"name": "Sally", "age": 23, "location": {"state": "WY", "county": "Fremont"}, "friends":
[]}
{"name": "Varun", "age": 34, "location": {"state": "NE", "county": "Douglas"}, "friends":
[{"name": "Arjun", "age": 3}]}
{"name": "George", "age": 52, "location": {"state": "NY"}, "friends": [{"name": "Fred"},
{"name": "Amy", "age": 15}]}
{"name": "Haruki", "age": 21, "location": {"state": "AK", "county": "Denali"}}
{"name": "Sheila", "age": 63, "friends": [{"name": "Nancy", "age": 22}]}

コードの例
# Example: Use drop_fields to remove top-level and nested fields from a DynamicFrame.
# Replace MY-EXAMPLE-DATABASE with your Glue Data Catalog database name.
# Replace EXAMPLE-FRIENDS-DATA with your table name.
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
# Create GlueContext
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)
# Create a DynamicFrame from Glue Data Catalog
glue_source_database = "MY-EXAMPLE-DATABASE"
glue_source_table = "EXAMPLE-FRIENDS-DATA"
friends = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
database=glue_source_database, table_name=glue_source_table
)
print("Schema for friends DynamicFrame before calling drop_fields:")
friends.printSchema()
# Remove location.county, remove friends.age, remove age
friends = friends.drop_fields(paths=["age", "location.county", "friends.age"])
print("Schema for friends DynamicFrame after removing age, county, and friend age:")
friends.printSchema()

出力
Schema for friends DynamicFrame before calling drop_fields:
root
|-- name: string
|-- age: int
|-- location: struct
|
|-- state: string
|
|-- county: string
|-- friends: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- name: string
|
|
|-- age: int
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Schema for friends DynamicFrame after removing age, county, and friend age:
root
|-- name: string
|-- location: struct
|
|-- state: string
|-- friends: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- name: string

フィルター
filter(f, transformation_ctx="", info="", stageThreshold=0,
totalThreshold=0)
指定された述語関数 f を満たす入力 DynamicFrame 内のすべての DynamicRecords を含む、新しい
DynamicFrame を返します。
• f - DynamicFrame に適用する述語関数。この関数は DynamicRecord を引数として取
り、DynamicRecord がフィルター要件を満たす場合は True を返し、そうでない場合は False を返し
ます (必須)。
DynamicRecord は DynamicFrame 内の論理レコードを表します。これは、自己記述型であり、固定
スキーマに準拠しないデータに使用できる点を除いて、Spark DataFrame の行に似ています。
• transformation_ctx - 状態情報を識別するために使用される一意の文字列 (オプション)。
• info - この変換のエラー報告に関連付ける文字列 (オプション)。
• stageThreshold - この変換中に発生した、プロセスがエラーを出力するエラーの数 (オプション)。デ
フォルトはゼロで、エラーを出力しないことを示します。
• totalThreshold - この変換までに発生したエラーのうち、プロセスがエラーを出力するエラーの数
(オプション)。デフォルトはゼロで、エラーを出力しないことを示します。

例: フィルターを使用して、フィールドのフィルタリングされた選択内容を取得する
この例では、filter メソッドを使用して、別の DynamicFrame のフィールドのフィルタリングされた
選択内容を含む新しい DynamicFrame を作成します。
map メソッドと同様に、filter は、元の DynamicFrame の各レコードに適用される引数として関数を
取ります。この関数はレコードを入力として受け取り、ブール値を返します。戻り値が true の場合、レ
コードは結果として生じる DynamicFrame に含まれます。false の場合、レコードは除外されます。

Note
この例で使用されているデータセットにアクセスするには、「コード例:
ResolveChoice、Lambda、および ApplyMapping を使用したデータ準備 (p. 519)」を参照し、
「ステップ 1: Amazon S3 バケット内のデータをクロールする (p. 519)」の手順に従います。
# Example: Use filter to create a new DynamicFrame
# with a filtered selection of records
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
# Create GlueContext
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)
# Create DynamicFrame from Glue Data Catalog
medicare = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
"s3",
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{

"paths": [
"s3://awsglue-datasets/examples/medicare/Medicare_Hospital_Provider.csv"
]

},
"csv",
{"withHeader": True},

)

# Create filtered DynamicFrame with custom lambda
# to filter records by Provider State and Provider City
sac_or_mon = medicare.filter(
f=lambda x: x["Provider State"] in ["CA", "AL"]
and x["Provider City"] in ["SACRAMENTO", "MONTGOMERY"]
)
# Compare record counts
print("Unfiltered record count: ", medicare.count())
print("Filtered record count: ", sac_or_mon.count())

出力
Unfiltered record count: 163065
Filtered record count:
564

join
join(paths1, paths2, frame2, transformation_ctx="", info="",
stageThreshold=0, totalThreshold=0)
別の DynamicFrame と等価結合を実行し、結果の DynamicFrame を返します。
• paths1 - 結合するこのフレームのキーのリスト。
• paths2 - 結合する別のフレームのキーのリスト。
• frame2 - 結合する他の DynamicFrame。
• transformation_ctx - 状態情報を識別するために使用される一意の文字列 (オプション)。
• info - この変換のエラー報告に関連付ける文字列 (オプション)。
• stageThreshold - この変換中に発生した、プロセスがエラーを出力するエラーの数 (オプション)。デ
フォルトはゼロで、エラーを出力しないことを示します。
• totalThreshold - この変換までに発生したエラーのうち、プロセスがエラーを出力するエラーの数
(オプション)。デフォルトはゼロで、エラーを出力しないことを示します。

例: 結合を使用して DynamicFrames を結合する
この例では、join メソッドを使用して 3 つの DynamicFrames で結合を実行します。AWSGlue は、入
力されたフィールドキーに基づいて結合を実行します。結果として生じる DynamicFrame には、指定さ
れたキーが一致する元の 2 つのフレームからの行が含まれます。
join 変換では、すべてのフィールドがそのまま保持されることに注意してください。これは、一致する
ように指定したフィールドが冗長で同じキーが含まれていても、結果として生じる DynamicFrame に表示
されることを意味します。この例では、drop_fields を使用して、結合後にこれらの冗長なキーを削除
します。

Note
この例で使用されているデータセットにアクセスするには、「コード例: データの結合と関
係付け (p. 511)」を参照し、「ステップ 1: Amazon S3 バケット内のデータをクロールす
る (p. 512)」の手順に従います。
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# Example: Use join to combine data from three DynamicFrames
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
# Create GlueContext
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)
# Load DynamicFrames from Glue Data Catalog
persons = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
database="legislators", table_name="persons_json"
)
memberships = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
database="legislators", table_name="memberships_json"
)
orgs = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
database="legislators", table_name="organizations_json"
)
print("Schema for the persons DynamicFrame:")
persons.printSchema()
print("Schema for the memberships DynamicFrame:")
memberships.printSchema()
print("Schema for the orgs DynamicFrame:")
orgs.printSchema()
# Join persons and memberships by ID
persons_memberships = persons.join(
paths1=["id"], paths2=["person_id"], frame2=memberships
)
# Rename and drop fields from orgs
# to prevent field name collisions with persons_memberships
orgs = (
orgs.drop_fields(["other_names", "identifiers"])
.rename_field("id", "org_id")
.rename_field("name", "org_name")
)
# Create final join of all three DynamicFrames
legislators_combined = orgs.join(
paths1=["org_id"], paths2=["organization_id"], frame2=persons_memberships
).drop_fields(["person_id", "org_id"])
# Inspect the schema for the joined data
print("Schema for the new legislators_combined DynamicFrame:")
legislators_combined.printSchema()

出力
Schema for the persons DynamicFrame:
root
|-- family_name: string
|-- name: string
|-- links: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- note: string
|
|
|-- url: string
|-- gender: string
|-- image: string
|-- identifiers: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- scheme: string
|
|
|-- identifier: string
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|-|
|
|
|
|-|-|
|
|-|-|-|-|
|
|
|--

other_names: array
|-- element: struct
|
|-- lang: string
|
|-- note: string
|
|-- name: string
sort_name: string
images: array
|-- element: struct
|
|-- url: string
given_name: string
birth_date: string
id: string
contact_details: array
|-- element: struct
|
|-- type: string
|
|-- value: string
death_date: string

Schema for the memberships DynamicFrame:
root
|-- area_id: string
|-- on_behalf_of_id: string
|-- organization_id: string
|-- role: string
|-- person_id: string
|-- legislative_period_id: string
|-- start_date: string
|-- end_date: string
Schema for the orgs DynamicFrame:
root
|-- identifiers: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- scheme: string
|
|
|-- identifier: string
|-- other_names: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- lang: string
|
|
|-- note: string
|
|
|-- name: string
|-- id: string
|-- classification: string
|-- name: string
|-- links: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- note: string
|
|
|-- url: string
|-- image: string
|-- seats: int
|-- type: string
Schema for the new legislators_combined DynamicFrame:
root
|-- role: string
|-- seats: int
|-- org_name: string
|-- links: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- note: string
|
|
|-- url: string
|-- type: string
|-- sort_name: string
|-- area_id: string
|-- images: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- url: string
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|-|-|
|
|
|
|-|
|
|
|-|-|-|-|-|-|-|
|
|
|-|-|-|-|-|-|--

on_behalf_of_id: string
other_names: array
|-- element: struct
|
|-- note: string
|
|-- name: string
|
|-- lang: string
contact_details: array
|-- element: struct
|
|-- type: string
|
|-- value: string
name: string
birth_date: string
organization_id: string
gender: string
classification: string
legislative_period_id: string
identifiers: array
|-- element: struct
|
|-- scheme: string
|
|-- identifier: string
image: string
given_name: string
start_date: string
family_name: string
id: string
death_date: string
end_date: string

map
map(f, transformation_ctx="", info="", stageThreshold=0,
totalThreshold=0)
指定したマッピング関数を元の DynamicFrame のすべてのレコードに適用した結果の新しい
DynamicFrame を返します。
• f - DynamicFrame 内のすべてのレコードに適用されるマッピング関数。この関数
は、DynamicRecord を引数として取り、新しい DynamicRecord を返す必要があります (必須)。
DynamicRecord は DynamicFrame 内の論理レコードを表します。これは、自己記述型であり、固定
スキーマに準拠しないデータに使用できる点を除いて、Apache Spark DataFrame の行に似ています。
• transformation_ctx - 状態情報を識別するために使用される一意の文字列 (オプション)。
• info - 変換のエラーに関連付けられた文字列 (オプション)。
• stageThreshold – エラーを出力する前に、変換で発生する可能性のあるエラーの最大数 (オプショ
ン)。デフォルト値は 0 です。
• totalThreshold – エラーの出力を処理する前に、全体で発生する可能性のあるエラーの最大数 (オプ
ション)。デフォルト値は 0 です。

例: マッピングを使用して、DynamicFrame のすべてのレコードに関数を適用する
この例は、map メソッドを使用して、関数を DynamicFrame のすべてのレコードに適用する方法を示し
ています。具体的には、この例では、複数のアドレスフィールドを単一の struct タイプに結合するた
め、MergeAddress という名前の関数を各レコードに適用します。

Note
この例で使用されているデータセットにアクセスするには、「コード例:
ResolveChoice、Lambda、および ApplyMapping を使用したデータ準備 (p. 519)」を参照し、
「ステップ 1: Amazon S3 バケット内のデータをクロールする (p. 519)」の手順に従います。
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# Example: Use map to combine fields in all records
# of a DynamicFrame
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
# Create GlueContext
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)
# Create a DynamicFrame and view its schema
medicare = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
"s3",
{"paths": ["s3://awsglue-datasets/examples/medicare/
Medicare_Hospital_Provider.csv"]},
"csv",
{"withHeader": True})
print("Schema for medicare DynamicFrame:")
medicare.printSchema()
# Define a function to supply to the map transform
# that merges address fields into a single field
def MergeAddress(rec):
rec["Address"] = {}
rec["Address"]["Street"] = rec["Provider Street Address"]
rec["Address"]["City"] = rec["Provider City"]
rec["Address"]["State"] = rec["Provider State"]
rec["Address"]["Zip.Code"] = rec["Provider Zip Code"]
rec["Address"]["Array"] = [rec["Provider Street Address"], rec["Provider City"],
rec["Provider State"], rec["Provider Zip Code"]]
del rec["Provider Street Address"]
del rec["Provider City"]
del rec["Provider State"]
del rec["Provider Zip Code"]
return rec
# Use map to apply MergeAddress to every record
mapped_medicare = medicare.map(f = MergeAddress)
print("Schema for mapped_medicare DynamicFrame:")
mapped_medicare.printSchema()

出力
Schema for medicare DynamicFrame:
root
|-- DRG Definition: string
|-- Provider Id: string
|-- Provider Name: string
|-- Provider Street Address: string
|-- Provider City: string
|-- Provider State: string
|-- Provider Zip Code: string
|-- Hospital Referral Region Description: string
|-- Total Discharges: string
|-- Average Covered Charges: string
|-- Average Total Payments: string
|-- Average Medicare Payments: string
Schema for mapped_medicare DynamicFrame:
root
|-- Average Total Payments: string
|-- Average Covered Charges: string
|-- DRG Definition: string
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|-|-|-|
|
|
|
|
|
|-|-|--

Average Medicare Payments: string
Hospital Referral Region Description: string
Address: struct
|-- Zip.Code: string
|-- City: string
|-- Array: array
|
|-- element: string
|-- State: string
|-- Street: string
Provider Id: string
Total Discharges: string
Provider Name: string

mergeDynamicFrame
mergeDynamicFrame(stage_dynamic_frame, primary_keys, transformation_ctx =
"", options = {}, info = "", stageThreshold = 0, totalThreshold = 0)
レコードを識別するために、この DynamicFrame を指定されたプライマリキーに基づくステージング
DynamicFrame とマージします。重複レコード (同じプライマリキーを持つレコード) は重複除外されま
せん。ステージングフレームに一致するレコードがない場合、すべてのレコード（重複を含む）がソー
スから保持されます。ステージングフレームに一致するレコードがある場合、ステージングフレームのレ
コードによって、AWS Glue のソースのレコードが上書きされます。
• stage_dynamic_frame – マージするステージング DynamicFrame。
• primary_keys – ソースおよびステージング動的フレームからのレコードを照合する、プライマリキー
フィールドのリスト。
• transformation_ctx – 現在の変換に関するメタデータを取得するために使用される一意の文字列 (オ
プション)。
• options – この変換に関する追加情報を提供する、JSON の名前と値のペアを示す文字列。この引数は
現在使用されていません。
• info – String。この変換でのエラーに関連付けられる任意の文字列。
• stageThreshold – Long。指定された変換で処理がエラーアウトする必要があるエラーの数。
• totalThreshold – Long。この変換までに発生したエラーのうち、処理でエラーを出力する必要があ
るエラーの合計数。
このメソッドは、この DynamicFrame をステージング DynamicFrame とマージして取得した新しい
DynamicFrame を返します。
以下の場合、返される DynamicFrame にはレコード A が含まれます。
• A がソースフレームとステージングフレームの両方に存在する場合、ステージングフレームの A が返さ
れます。
• A がソーステーブルに存在し、A.primaryKeys が stagingDynamicFrame に存在しない場合、A は
ステージングテーブルで更新されていません。
ソースフレームとステージングフレームが、同じスキーマを持つ必要はありません。

例: mergeDynamicFrame を使用して、プライマリキーに基づいて 2 つの DynamicFrames を
マージする
次のコード例は、mergeDynamicFrame メソッドを使用して、プライマリキー id に基づいて
DynamicFrame を「ステージング」DynamicFrame とマージする方法を示しています。
データセットの例
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この例では、split_rows_collection と呼ばれる DynamicFrameCollection からの 2 つの
DynamicFrames を使用しています。次のリストに示しているのは、split_rows_collection のキー
です。
dict_keys(['high', 'low'])

コードの例
# Example: Use mergeDynamicFrame to merge DynamicFrames
# based on a set of specified primary keys
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.transforms import SelectFromCollection
# Inspect the original DynamicFrames
frame_low = SelectFromCollection.apply(dfc=split_rows_collection, key="low")
print("Inspect the DynamicFrame that contains rows where ID < 10")
frame_low.toDF().show()
frame_high = SelectFromCollection.apply(dfc=split_rows_collection, key="high")
print("Inspect the DynamicFrame that contains rows where ID > 10")
frame_high.toDF().show()
# Merge the DynamicFrames based on the "id" primary key
merged_high_low = frame_high.mergeDynamicFrame(
stage_dynamic_frame=frame_low, primary_keys=["id"]
)
# View the results where the ID is 1 or 20
print("Inspect the merged DynamicFrame that contains the combined rows")
merged_high_low.toDF().where("id = 1 or id= 20").orderBy("id").show()

出力
Inspect the DynamicFrame that contains rows where ID < 10
+---+-----+------------------------+-------------------------+
| id|index|contact_details.val.type|contact_details.val.value|
+---+-----+------------------------+-------------------------+
| 1|
0|
fax|
202-225-3307|
| 1|
1|
phone|
202-225-5731|
| 2|
0|
fax|
202-225-3307|
| 2|
1|
phone|
202-225-5731|
| 3|
0|
fax|
202-225-3307|
| 3|
1|
phone|
202-225-5731|
| 4|
0|
fax|
202-225-3307|
| 4|
1|
phone|
202-225-5731|
| 5|
0|
fax|
202-225-3307|
| 5|
1|
phone|
202-225-5731|
| 6|
0|
fax|
202-225-3307|
| 6|
1|
phone|
202-225-5731|
| 7|
0|
fax|
202-225-3307|
| 7|
1|
phone|
202-225-5731|
| 8|
0|
fax|
202-225-3307|
| 8|
1|
phone|
202-225-5731|
| 9|
0|
fax|
202-225-3307|
| 9|
1|
phone|
202-225-5731|
| 10|
0|
fax|
202-225-6328|
| 10|
1|
phone|
202-225-4576|
+---+-----+------------------------+-------------------------+
only showing top 20 rows
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Inspect the DynamicFrame that contains rows where ID > 10
+---+-----+------------------------+-------------------------+
| id|index|contact_details.val.type|contact_details.val.value|
+---+-----+------------------------+-------------------------+
| 11|
0|
fax|
202-225-6328|
| 11|
1|
phone|
202-225-4576|
| 11|
2|
twitter|
RepTrentFranks|
| 12|
0|
fax|
202-225-6328|
| 12|
1|
phone|
202-225-4576|
| 12|
2|
twitter|
RepTrentFranks|
| 13|
0|
fax|
202-225-6328|
| 13|
1|
phone|
202-225-4576|
| 13|
2|
twitter|
RepTrentFranks|
| 14|
0|
fax|
202-225-6328|
| 14|
1|
phone|
202-225-4576|
| 14|
2|
twitter|
RepTrentFranks|
| 15|
0|
fax|
202-225-6328|
| 15|
1|
phone|
202-225-4576|
| 15|
2|
twitter|
RepTrentFranks|
| 16|
0|
fax|
202-225-6328|
| 16|
1|
phone|
202-225-4576|
| 16|
2|
twitter|
RepTrentFranks|
| 17|
0|
fax|
202-225-6328|
| 17|
1|
phone|
202-225-4576|
+---+-----+------------------------+-------------------------+
only showing top 20 rows
Inspect the merged DynamicFrame that contains the combined rows
+---+-----+------------------------+-------------------------+
| id|index|contact_details.val.type|contact_details.val.value|
+---+-----+------------------------+-------------------------+
| 1|
0|
fax|
202-225-3307|
| 1|
1|
phone|
202-225-5731|
| 20|
0|
fax|
202-225-5604|
| 20|
1|
phone|
202-225-6536|
| 20|
2|
twitter|
USRepLong|
+---+-----+------------------------+-------------------------+

関係付け
relationalize(root_table_name, staging_path, options,
transformation_ctx="", info="", stageThreshold=0, totalThreshold=0)
DynamicFrame をリレーショナルデータベースに適合する形式に変換します。DynamicFrame の関係付
けは、DynamoDB などの NoSQL 環境から MySQL などのリレーショナルデータベースにデータを移動す
る場合に特に便利です。
この変換は、ネストされた列をネスト解除し、配列の列をピボットすることでフレームのリストを生成し
ます。フェーズのネスト解除時に生成された結合キーを使用して、ピボットされた配列の列をルートテー
ブルに結合できます。
• root_table_name - ルートテーブルの名前。
• staging_path – このメソッドがピボットテーブルのパーティションを CSV 形式で保存する保存先の
パス (オプション)。ピボットされたテーブルはこのパスから読み取ります。
• options - オプションのパラメータのディクショナリ。
• transformation_ctx - 状態情報を識別するために使用される一意の文字列 (オプション)。
• info - この変換のエラー報告に関連付ける文字列 (オプション)。
• stageThreshold - この変換中に発生した、プロセスがエラーを出力するエラーの数 (オプション)。デ
フォルトはゼロで、エラーを出力しないことを示します。
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• totalThreshold - この変換までに発生したエラーのうち、プロセスがエラーを出力するエラーの数
(オプション)。デフォルトはゼロで、エラーを出力しないことを示します。

例: relationalize を使用して、DynamicFrame のネストされたスキーマをフラット化する
このコード例では、relationalize メソッドを使用して、ネストされたスキーマをリレーショナルデー
タベースに適合する形式にフラット化します。
データセットの例
この例では、次のスキーマを持つ legislators_combined と呼ばれる DynamicFrame を使用
しています。legislators_combined には、relationalize 変換によってフラット化され
る、links、images、contact_details などのネストされた複数のフィールドがあります。
root
|-- role: string
|-- seats: int
|-- org_name: string
|-- links: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- note: string
|
|
|-- url: string
|-- type: string
|-- sort_name: string
|-- area_id: string
|-- images: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- url: string
|-- on_behalf_of_id: string
|-- other_names: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- note: string
|
|
|-- name: string
|
|
|-- lang: string
|-- contact_details: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- type: string
|
|
|-- value: string
|-- name: string
|-- birth_date: string
|-- organization_id: string
|-- gender: string
|-- classification: string
|-- legislative_period_id: string
|-- identifiers: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- scheme: string
|
|
|-- identifier: string
|-- image: string
|-- given_name: string
|-- start_date: string
|-- family_name: string
|-- id: string
|-- death_date: string
|-- end_date: string

コードの例
# Example: Use relationalize to flatten
# a nested schema into a format that fits
# into a relational database.
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# Replace DOC-EXAMPLE-S3-BUCKET/tmpDir with your own location.
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
# Create GlueContext
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)
# Apply relationalize and inspect new tables
legislators_relationalized = legislators_combined.relationalize(
"l_root", "s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/tmpDir"
)
legislators_relationalized.keys()
# Compare the schema of the contact_details
# nested field to the new relationalized table that
# represents it
legislators_combined.select_fields("contact_details").printSchema()
legislators_relationalized.select("l_root_contact_details").toDF().where(
"id = 10 or id = 75"
).orderBy(["id", "index"]).show()

出力
次の出力では、contact_details と呼ばれるネストされたフィールドのスキーマを、relationalize
変換によって作成されたテーブルと比較できます。テーブルのレコードが id と呼ばれる外部キーと配列
の位置を表す index 列を使用してメインテーブルにリンクされていることに注意してください。
dict_keys(['l_root', 'l_root_images', 'l_root_links', 'l_root_other_names',
'l_root_contact_details', 'l_root_identifiers'])
root
|-- contact_details: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- type: string
|
|
|-- value: string
+---+-----+------------------------+-------------------------+
| id|index|contact_details.val.type|contact_details.val.value|
+---+-----+------------------------+-------------------------+
| 10|
0|
fax|
202-225-4160|
| 10|
1|
phone|
202-225-3436|
| 75|
0|
fax|
202-225-6791|
| 75|
1|
phone|
202-225-2861|
| 75|
2|
twitter|
RepSamFarr|
+---+-----+------------------------+-------------------------+

rename_field
rename_field(oldName, newName, transformation_ctx="", info="",
stageThreshold=0, totalThreshold=0)
この DynamicFrame のフィールドの名前を変更し、フィールドの名前が変更された新しい
DynamicFrame を返します。
• oldName - 名前を変更するノードへのフルパス。
古い名前にドットが含まれている場合、RenameField はバックティック (`) で囲まなければ機能しま
せん。例えば、this.old.name を thisNewName に置き換えるには、rename_field を次のように呼び
出します。
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newDyF = oldDyF.rename_field("`this.old.name`", "thisNewName")

• newName - 完全パスとしての新しい名前。
• transformation_ctx - 状態情報を識別するために使用される一意の文字列 (オプション)。
• info - この変換のエラー報告に関連付ける文字列 (オプション)。
• stageThreshold - この変換中に発生した、プロセスがエラーを出力するエラーの数 (オプション)。デ
フォルトはゼロで、エラーを出力しないことを示します。
• totalThreshold - この変換までに発生したエラーのうち、プロセスがエラーを出力するエラーの数
(オプション)。デフォルトはゼロで、エラーを出力しないことを示します。

例: rename_field を使用して、DynamicFrame のフィールドの名前を変更する
このコード例では、rename_field メソッドを使用して DynamicFrame のフィールドの名前を変更しま
す。この例では、メソッドの連鎖を使用して、複数のフィールドの名前を同時に変更していることに注意
してください。

Note
この例で使用されているデータセットにアクセスするには、「コード例: データの結合と関
係付け (p. 511)」を参照し、「ステップ 1: Amazon S3 バケット内のデータをクロールす
る (p. 512)」の手順に従います。
コードの例
# Example: Use rename_field to rename fields
# in a DynamicFrame
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
# Create GlueContext
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)
# Inspect the original orgs schema
orgs = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
database="legislators", table_name="organizations_json"
)
print("Original orgs schema: ")
orgs.printSchema()
# Rename fields and view the new schema
orgs = orgs.rename_field("id", "org_id").rename_field("name", "org_name")
print("New orgs schema with renamed fields: ")
orgs.printSchema()

出力
Original orgs schema:
root
|-- identifiers: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- scheme: string
|
|
|-- identifier: string
|-- other_names: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- lang: string
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|
|
|-|-|-|-|
|
|
|-|-|--

|
|-- note: string
|
|-- name: string
id: string
classification: string
name: string
links: array
|-- element: struct
|
|-- note: string
|
|-- url: string
image: string
seats: int
type: string

New orgs schema with renamed fields:
root
|-- identifiers: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- scheme: string
|
|
|-- identifier: string
|-- other_names: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- lang: string
|
|
|-- note: string
|
|
|-- name: string
|-- classification: string
|-- org_id: string
|-- org_name: string
|-- links: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- note: string
|
|
|-- url: string
|-- image: string
|-- seats: int
|-- type: string

resolveChoice
resolveChoice(specs = None, choice = "" , database = None ,
table_name = None , transformation_ctx="", info="", stageThreshold=0,
totalThreshold=0, catalog_id = None)
この DynamicFrame 内で選択タイプを解決し、新しい DynamicFrame を返します。
• specs – それぞれがタプルの形式である、解決すべき特定の曖昧要素のリスト: (field_path,
action)。
resolveChoice を使用するには 2 つの方法があります。最初の方法では、specs 引数により、
特定のフィールドのシーケンスと解決方法を指定します。resolveChoice のもう 1 つのモードで
は、choice 引数を使用して、すべての ChoiceTypes に対して単一の解決策を指定します。
specs の値は、(field_path, action) ペアで構成されたタプルとして指定されます。field_path
値は特定のあいまいな要素を識別し、action 値は対応する解決を識別します。以下のアクションを指
定できます。
• cast:type – すべての値について、指定した型へのキャストを試みます。例: cast:int。
• make_cols – それぞれの異なるタイプを columnName_type という名前の列に変換します。デー
タをフラット化することで潜在的なあいまいさを解消します。例えば、columnA が int または
string の場合、解決策は、作成された DynamicFrame に columnA_int および columnA_string
という名前の 2 つの列を生成することです。
• make_struct – struct を使用してデータを表現することで、潜在的なあいまいさを解決します。例
えば、列のデータが int または string となる可能性がある場合、make_struct アクションを使用
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すると、作成された DynamicFrame に構造体の列が生成されます。各構造体には、int と string
の両方が含まれています。
• project:type – 可能なデータ型の 1 つにすべてのデータを投影することで、潜在的なあいまいさを
解消します。例えば、列のデータが int または string の場合、project:string アクションを使
用すると、すべての int 値が文字列に変換されている、作成された DynamicFrame に列が生成され
ます。
field_path で配列を識別する場合は、あいまいさを避けるために配列名の後に空の角括弧を置きま
す。例えば、使用しているデータが次のように構造化されているとします。
"myList": [
{ "price": 100.00 },
{ "price": "$100.00" }
]

field_path を "myList[].price" に設定し、action を "cast:double" に設定すると、文字列
バージョンではなく、数値バージョンの料金を選択できます。

Note
specs パラメータおよび choice パラメータのうち 1 つのみを使用できます。specs パラ
メータが None ではない場合、choice パラメータは空の文字列である必要があります。逆
に、choice が空の文字列ではない場合、specs パラメータは None である必要があります。
• choice – すべての ChoiceTypes について、単一の解決方法を指定します。このモードは、ランタイ
ム前に ChoiceTypes の完全なリストが不明な場合に使用できます。この引数では、上記の specs 用
のアクションに加えて、以下のアクションもサポートされています。
• match_catalog – 各 ChoiceType について、指定した Data Catalog テーブル内の対応する型への
キャストを試みます。
• database – match_catalog アクションで使用する Data Catalog データベース。
• table_name – match_catalog アクションで使用する Data Catalog テーブル。
• transformation_ctx - 状態情報を識別するために使用される一意の文字列 (オプション)。
• info - この変換のエラー報告に関連付ける文字列 (オプション)。
• stageThreshold - この変換中に発生した、プロセスがエラーを出力するエラーの数 (オプション)。デ
フォルトはゼロで、エラーを出力しないことを示します。
• totalThreshold – この変換までに発生したエラーのうち、プロセスでエラーを出力する必要があるエ
ラーの数 (オプション)。デフォルトはゼロで、プロセスでエラーを出力しないことを示します。
• catalog_id – 現在アクセスされている Data Catalog のカタログ ID (Data Catalog のアカウント
ID)。None を設定した場合(デフォルト値) では、呼び出し元アカウントのカタログ ID が使用されます。

例: resolveChoice を使用して、複数の型を含む列を処理する
このコード例では、resolveChoice メソッドを使用して、複数の型の値を含む DynamicFrame 列の処
理方法を指定します。この例は、型の異なる列を処理する一般的な 2 つの方法を示しています。
• 列を単一のデータ型にキャストします。
• すべての型を別々の列に保持します。
データセットの例

Note
この例で使用されているデータセットにアクセスするには、「コード例:
ResolveChoice、Lambda、および ApplyMapping を使用したデータ準備 (p. 519)」を参照し、
「ステップ 1: Amazon S3 バケット内のデータをクロールする (p. 519)」の手順に従います。
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この例では、次のスキーマを持つ medicare と呼ばれる DynamicFrame を使用しています。
root
|-- drg definition: string
|-- provider id: choice
|
|-- long
|
|-- string
|-- provider name: string
|-- provider street address: string
|-- provider city: string
|-- provider state: string
|-- provider zip code: long
|-- hospital referral region description: string
|-- total discharges: long
|-- average covered charges: string
|-- average total payments: string
|-- average medicare payments: string

コードの例
# Example: Use resolveChoice to handle
# a column that contains multiple types
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
# Create GlueContext
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)
# Load the input data and inspect the "provider id" column
medicare = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
database="payments", table_name="medicare_hospital_provider_csv"
)
print("Inspect the provider id column:")
medicare.toDF().select("provider id").show()
# Cast provider id to type long
medicare_resolved_long = medicare.resolveChoice(specs=[("provider id", "cast:long")])
print("Schema after casting provider id to type long:")
medicare_resolved_long.printSchema()
medicare_resolved_long.toDF().select("provider id").show()
# Create separate columns
# for each provider id type
medicare_resolved_cols = medicare.resolveChoice(choice="make_cols")
print("Schema after creating separate columns for each type:")
medicare_resolved_cols.printSchema()
medicare_resolved_cols.toDF().select("provider id_long", "provider id_string").show()

出力
Inspect the 'provider id' column:
+-----------+
|provider id|
+-----------+
|
[10001,]|
|
[10005,]|
|
[10006,]|
|
[10011,]|
|
[10016,]|
|
[10023,]|
|
[10029,]|
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|
[10033,]|
|
[10039,]|
|
[10040,]|
|
[10046,]|
|
[10055,]|
|
[10056,]|
|
[10078,]|
|
[10083,]|
|
[10085,]|
|
[10090,]|
|
[10092,]|
|
[10100,]|
|
[10103,]|
+-----------+
only showing top 20 rows
Schema after casting 'provider id' to type long:
root
|-- drg definition: string
|-- provider id: long
|-- provider name: string
|-- provider street address: string
|-- provider city: string
|-- provider state: string
|-- provider zip code: long
|-- hospital referral region description: string
|-- total discharges: long
|-- average covered charges: string
|-- average total payments: string
|-- average medicare payments: string
+-----------+
|provider id|
+-----------+
|
10001|
|
10005|
|
10006|
|
10011|
|
10016|
|
10023|
|
10029|
|
10033|
|
10039|
|
10040|
|
10046|
|
10055|
|
10056|
|
10078|
|
10083|
|
10085|
|
10090|
|
10092|
|
10100|
|
10103|
+-----------+
only showing top 20 rows
Schema after creating separate columns for each type:
root
|-- drg definition: string
|-- provider id_string: string
|-- provider id_long: long
|-- provider name: string
|-- provider street address: string
|-- provider city: string
|-- provider state: string
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|-|-|-|-|-|--

provider zip code: long
hospital referral region description: string
total discharges: long
average covered charges: string
average total payments: string
average medicare payments: string

+----------------+------------------+
|provider id_long|provider id_string|
+----------------+------------------+
|
10001|
null|
|
10005|
null|
|
10006|
null|
|
10011|
null|
|
10016|
null|
|
10023|
null|
|
10029|
null|
|
10033|
null|
|
10039|
null|
|
10040|
null|
|
10046|
null|
|
10055|
null|
|
10056|
null|
|
10078|
null|
|
10083|
null|
|
10085|
null|
|
10090|
null|
|
10092|
null|
|
10100|
null|
|
10103|
null|
+----------------+------------------+
only showing top 20 rows

select_fields
select_fields(paths, transformation_ctx="", info="", stageThreshold=0,
totalThreshold=0)
選択したフィールドを含む新しい DynamicFrame を返します。
• paths - 文字列のリスト。各文字列は、選択する最上位ノードへのパスです。
• transformation_ctx - 状態情報を識別するために使用される一意の文字列 (オプション)。
• info - この変換のエラー報告に関連付ける文字列 (オプション)。
• stageThreshold - この変換中に発生した、プロセスがエラーを出力するエラーの数 (オプション)。デ
フォルトはゼロで、エラーを出力しないことを示します。
• totalThreshold - この変換までに発生したエラーのうち、プロセスがエラーを出力するエラーの数
(オプション)。デフォルトはゼロで、エラーを出力しないことを示します。

例: select_fields を使用して、選択したフィールドで新しい DynamicFrame を作成する
次のコード例は、select_fields メソッドを使用して、既存の DynamicFrame から選択されたフィー
ルドのリストを使用し、新しい DynamicFrame を作成する方法を示しています。

Note
この例で使用されているデータセットにアクセスするには、「コード例: データの結合と関
係付け (p. 511)」を参照し、「ステップ 1: Amazon S3 バケット内のデータをクロールす
る (p. 512)」の手順に従います。
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# Example: Use select_fields to select specific fields from a DynamicFrame
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
# Create GlueContext
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)
# Create a DynamicFrame and view its schema
persons = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
database="legislators", table_name="persons_json"
)
print("Schema for the persons DynamicFrame:")
persons.printSchema()
# Create a new DynamicFrame with chosen fields
names = persons.select_fields(paths=["family_name", "given_name"])
print("Schema for the names DynamicFrame, created with select_fields:")
names.printSchema()
names.toDF().show()

出力
Schema for the persons DynamicFrame:
root
|-- family_name: string
|-- name: string
|-- links: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- note: string
|
|
|-- url: string
|-- gender: string
|-- image: string
|-- identifiers: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- scheme: string
|
|
|-- identifier: string
|-- other_names: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- lang: string
|
|
|-- note: string
|
|
|-- name: string
|-- sort_name: string
|-- images: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- url: string
|-- given_name: string
|-- birth_date: string
|-- id: string
|-- contact_details: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- type: string
|
|
|-- value: string
|-- death_date: string
Schema for the names DynamicFrame:
root
|-- family_name: string
|-- given_name: string
+-----------+----------+
|family_name|given_name|
+-----------+----------+
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|
Collins|
Michael|
|
Huizenga|
Bill|
|
Clawson|
Curtis|
|
Solomon|
Gerald|
|
Rigell|
Edward|
|
Crapo|
Michael|
|
Hutto|
Earl|
|
Ertel|
Allen|
|
Minish|
Joseph|
|
Andrews|
Robert|
|
Walden|
Greg|
|
Kazen|
Abraham|
|
Turner|
Michael|
|
Kolbe|
James|
| Lowenthal|
Alan|
|
Capuano|
Michael|
|
Schrader|
Kurt|
|
Nadler|
Jerrold|
|
Graves|
Tom|
|
McMillan|
John|
+-----------+----------+
only showing top 20 rows

スピゴット
spigot(path, options={})
ジョブで実行された変換が確認しやすくなるように、サンプルレコードを指定した送信先に書き込みま
す。
• path – 書き込み先へのパス (必須)。
• options – オプションを指定するキーと値のペア (オプション)。"topk" オプションは、最初の k レ
コードを書き込むことを指定します。"prob" オプションは、指定されたレコードを選択する確率(10 進
数)を指定します。これを使用して、書き込むレコードを選択できます。
• transformation_ctx - 状態情報を識別するために使用される一意の文字列 (オプション)。

例: spigot を使用して DynamicFrame のサンプルフィールドを Amazon S3 に書き込む
このコード例では、spigot メソッドを使用して、select_fields 変換を適用した後に Amazon S3 バ
ケットにサンプルレコードを書き込みます。
データセットの例

Note
この例で使用されているデータセットにアクセスするには、「コード例: データの結合と関
係付け (p. 511)」を参照し、「ステップ 1: Amazon S3 バケット内のデータをクロールす
る (p. 512)」の手順に従います。
この例では、次のスキーマを持つ persons と呼ばれる DynamicFrame を使用しています。
root
|-- family_name: string
|-- name: string
|-- links: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- note: string
|
|
|-- url: string
|-- gender: string
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|-|-|
|
|
|-|
|
|
|
|-|-|
|
|-|-|-|-|
|
|
|--

image: string
identifiers: array
|-- element: struct
|
|-- scheme: string
|
|-- identifier: string
other_names: array
|-- element: struct
|
|-- lang: string
|
|-- note: string
|
|-- name: string
sort_name: string
images: array
|-- element: struct
|
|-- url: string
given_name: string
birth_date: string
id: string
contact_details: array
|-- element: struct
|
|-- type: string
|
|-- value: string
death_date: string

コードの例
#
#
#
#

Example: Use spigot to write sample records
to a destination during a transformation
from pyspark.context import SparkContext.
Replace DOC-EXAMPLE-BUCKET with your own location.

from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
# Create GlueContext
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)
# Load table data into a DynamicFrame
persons = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
database="legislators", table_name="persons_json"
)
# Perform the select_fields on the DynamicFrame
persons = persons.select_fields(paths=["family_name", "given_name", "birth_date"])
# Use spigot to write a sample of the transformed data
# (the first 10 records)
spigot_output = persons.spigot(
path="s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET", options={"topk": 10}
)

出力
spigot で Amazon S3 に書き込むデータの例を次に示します。サンプルコードで options={"topk":
10} を指定したため、サンプルデータには最初の 10 個のレコードが含まれます。
{"family_name":"Collins","given_name":"Michael","birth_date":"1944-10-15"}
{"family_name":"Huizenga","given_name":"Bill","birth_date":"1969-01-31"}
{"family_name":"Clawson","given_name":"Curtis","birth_date":"1959-09-28"}
{"family_name":"Solomon","given_name":"Gerald","birth_date":"1930-08-14"}
{"family_name":"Rigell","given_name":"Edward","birth_date":"1960-05-28"}
{"family_name":"Crapo","given_name":"Michael","birth_date":"1951-05-20"}
{"family_name":"Hutto","given_name":"Earl","birth_date":"1926-05-12"}
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{"family_name":"Ertel","given_name":"Allen","birth_date":"1937-11-07"}
{"family_name":"Minish","given_name":"Joseph","birth_date":"1916-09-01"}
{"family_name":"Andrews","given_name":"Robert","birth_date":"1957-08-04"}

split_fields
split_fields(paths, name1, name2, transformation_ctx="", info="",
stageThreshold=0, totalThreshold=0)
2 つの DynamicFrames を含む新しい DynamicFrameCollection を返します。1 つ目の
DynamicFrame には分割されたすべてのノードが含まれ、2 つ目には残りのノードが含まれています。
• paths - 文字列のリスト。各文字列は新しい DynamicFrame に分割するノードのフルパスです。
• name1 - 分割された DynamicFrame の名前文字列。
• name2 - 指定されたノードが分割された後に残る DynamicFrame の名前文字列。
• transformation_ctx - 状態情報を識別するために使用される一意の文字列 (オプション)。
• info - この変換のエラー報告に関連付ける文字列 (オプション)。
• stageThreshold - この変換中に発生した、プロセスがエラーを出力するエラーの数 (オプション)。デ
フォルトはゼロで、エラーを出力しないことを示します。
• totalThreshold - この変換までに発生したエラーのうち、プロセスがエラーを出力するエラーの数
(オプション)。デフォルトはゼロで、エラーを出力しないことを示します。

例: split_fields を使用して、選択したフィールドを別の DynamicFrame に分割する
このコード例では、split_fields メソッドを使用して、指定したフィールドのリストを別の
DynamicFrame に分割します。
データセットの例
この例では、legislators_relationalized という名前のコレクションからの
l_root_contact_details と呼ばれる DynamicFrame が使用されています。
l_root_contact_details には、次のスキーマとエントリが含まれています。
root
|-- id: long
|-- index: int
|-- contact_details.val.type: string
|-- contact_details.val.value: string
+---+-----+------------------------+-------------------------+
| id|index|contact_details.val.type|contact_details.val.value|
+---+-----+------------------------+-------------------------+
| 1|
0|
phone|
202-225-5265|
| 1|
1|
twitter|
kathyhochul|
| 2|
0|
phone|
202-225-3252|
| 2|
1|
twitter|
repjackyrosen|
| 3|
0|
fax|
202-225-1314|
| 3|
1|
phone|
202-225-3772|
...

コードの例
# Example: Use split_fields to split selected
# fields into a separate DynamicFrame
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from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
# Create GlueContext
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)
# Load the input DynamicFrame and inspect its schema
frame_to_split = legislators_relationalized.select("l_root_contact_details")
print("Inspect the input DynamicFrame schema:")
frame_to_split.printSchema()
# Split id and index fields into a separate DynamicFrame
split_fields_collection = frame_to_split.split_fields(["id", "index"], "left", "right")
# Inspect the resulting DynamicFrames
print("Inspect the schemas of the DynamicFrames created with split_fields:")
split_fields_collection.select("left").printSchema()
split_fields_collection.select("right").printSchema()

出力
Inspect the input DynamicFrame's schema:
root
|-- id: long
|-- index: int
|-- contact_details.val.type: string
|-- contact_details.val.value: string
Inspect the schemas of the DynamicFrames created with split_fields:
root
|-- id: long
|-- index: int
root
|-- contact_details.val.type: string
|-- contact_details.val.value: string

split_rows
split_rows(comparison_dict, name1, name2, transformation_ctx="", info="",
stageThreshold=0, totalThreshold=0)
DynamicFrame の 1 つ以上の行を、新しい DynamicFrame に分割します。
このメソッドは、2 つの DynamicFrames を含む新しい DynamicFrameCollection を返します。1 つ
目の DynamicFrame には分割されたすべての行が含まれ、2 つ目には残りの行が含まれています。
• comparison_dict – 列へのパスを示すためのキーと、列の値の比較対象である値に対しコンパレー
タをマッピングする別のディクショナリを示すための値を持つ、ディクショナリ。例えば、{"age":
{">": 10, "<": 20}} は、age 列の値が 10 より大きく 20 より小さいすべての行を分割します。
• name1 - 分割された DynamicFrame の名前文字列。
• name2 - 指定されたノードが分割された後に残る DynamicFrame の名前文字列。
• transformation_ctx - 状態情報を識別するために使用される一意の文字列 (オプション)。
• info - この変換のエラー報告に関連付ける文字列 (オプション)。
• stageThreshold - この変換中に発生した、プロセスがエラーを出力するエラーの数 (オプション)。デ
フォルトはゼロで、エラーを出力しないことを示します。
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• totalThreshold - この変換までに発生したエラーのうち、プロセスがエラーを出力するエラーの数
(オプション)。デフォルトはゼロで、エラーを出力しないことを示します。

例: split_rows を使用して、DynamicFrame 内の行を分割する
このコード例では、split_rows メソッドを使用して、id フィールド値に基づいて DynamicFrame の行
を分割します。
データセットの例
この例では、legislators_relationalized という名前のコレクションから選択された
l_root_contact_details と呼ばれる DynamicFrame が使用されています。
l_root_contact_details には、次のスキーマとエントリが含まれています。
root
|-- id: long
|-- index: int
|-- contact_details.val.type: string
|-- contact_details.val.value: string
+---+-----+------------------------+-------------------------+
| id|index|contact_details.val.type|contact_details.val.value|
+---+-----+------------------------+-------------------------+
| 1|
0|
phone|
202-225-5265|
| 1|
1|
twitter|
kathyhochul|
| 2|
0|
phone|
202-225-3252|
| 2|
1|
twitter|
repjackyrosen|
| 3|
0|
fax|
202-225-1314|
| 3|
1|
phone|
202-225-3772|
| 3|
2|
twitter|
MikeRossUpdates|
| 4|
0|
fax|
202-225-1314|
| 4|
1|
phone|
202-225-3772|
| 4|
2|
twitter|
MikeRossUpdates|
| 5|
0|
fax|
202-225-1314|
| 5|
1|
phone|
202-225-3772|
| 5|
2|
twitter|
MikeRossUpdates|
| 6|
0|
fax|
202-225-1314|
| 6|
1|
phone|
202-225-3772|
| 6|
2|
twitter|
MikeRossUpdates|
| 7|
0|
fax|
202-225-1314|
| 7|
1|
phone|
202-225-3772|
| 7|
2|
twitter|
MikeRossUpdates|
| 8|
0|
fax|
202-225-1314|
+---+-----+------------------------+-------------------------+

コードの例
# Example: Use split_rows to split up
# rows in a DynamicFrame based on value
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
# Create GlueContext
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)
# Retrieve the DynamicFrame to split
frame_to_split = legislators_relationalized.select("l_root_contact_details")
# Split up rows by ID
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split_rows_collection = frame_to_split.split_rows({"id": {">": 10}}, "high", "low")
# Inspect the resulting DynamicFrames
print("Inspect the DynamicFrame that contains IDs < 10")
split_rows_collection.select("low").toDF().show()
print("Inspect the DynamicFrame that contains IDs > 10")
split_rows_collection.select("high").toDF().show()

出力
Inspect the DynamicFrame that contains IDs < 10
+---+-----+------------------------+-------------------------+
| id|index|contact_details.val.type|contact_details.val.value|
+---+-----+------------------------+-------------------------+
| 1|
0|
phone|
202-225-5265|
| 1|
1|
twitter|
kathyhochul|
| 2|
0|
phone|
202-225-3252|
| 2|
1|
twitter|
repjackyrosen|
| 3|
0|
fax|
202-225-1314|
| 3|
1|
phone|
202-225-3772|
| 3|
2|
twitter|
MikeRossUpdates|
| 4|
0|
fax|
202-225-1314|
| 4|
1|
phone|
202-225-3772|
| 4|
2|
twitter|
MikeRossUpdates|
| 5|
0|
fax|
202-225-1314|
| 5|
1|
phone|
202-225-3772|
| 5|
2|
twitter|
MikeRossUpdates|
| 6|
0|
fax|
202-225-1314|
| 6|
1|
phone|
202-225-3772|
| 6|
2|
twitter|
MikeRossUpdates|
| 7|
0|
fax|
202-225-1314|
| 7|
1|
phone|
202-225-3772|
| 7|
2|
twitter|
MikeRossUpdates|
| 8|
0|
fax|
202-225-1314|
+---+-----+------------------------+-------------------------+
only showing top 20 rows
Inspect the DynamicFrame that contains IDs > 10
+---+-----+------------------------+-------------------------+
| id|index|contact_details.val.type|contact_details.val.value|
+---+-----+------------------------+-------------------------+
| 11|
0|
phone|
202-225-5476|
| 11|
1|
twitter|
RepDavidYoung|
| 12|
0|
phone|
202-225-4035|
| 12|
1|
twitter|
RepStephMurphy|
| 13|
0|
fax|
202-226-0774|
| 13|
1|
phone|
202-225-6335|
| 14|
0|
fax|
202-226-0774|
| 14|
1|
phone|
202-225-6335|
| 15|
0|
fax|
202-226-0774|
| 15|
1|
phone|
202-225-6335|
| 16|
0|
fax|
202-226-0774|
| 16|
1|
phone|
202-225-6335|
| 17|
0|
fax|
202-226-0774|
| 17|
1|
phone|
202-225-6335|
| 18|
0|
fax|
202-226-0774|
| 18|
1|
phone|
202-225-6335|
| 19|
0|
fax|
202-226-0774|
| 19|
1|
phone|
202-225-6335|
| 20|
0|
fax|
202-226-0774|
| 20|
1|
phone|
202-225-6335|
+---+-----+------------------------+-------------------------+
only showing top 20 rows
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アンボックス
unbox(path, format, transformation_ctx="", info="", stageThreshold=0,
totalThreshold=0, **options)
DynamicFrame の文字列フィールドをアンボックス (再フォーマット) し、アンボックスされた
DynamicRecords を含む新しい DynamicFrame を返します。
DynamicRecord は DynamicFrame 内の論理レコードを表します。これは、自己記述型であり、固定ス
キーマに準拠しないデータに使用できる点を除いて、Apache Spark DataFrame の行に似ています。
• path - アンボックスする文字列ノードへのフルパス。
• format – 形式の仕様 (オプション)。Amazon S3 や、複数の形式をサポートする AWS Glue 接続の場
合に使用します。サポートされる形式については、「AWS Glue での入出力のデータ形式に関するオプ
ション (p. 707)」を参照してください。
• transformation_ctx - 状態情報を識別するために使用される一意の文字列 (オプション)。
• info - この変換のエラー報告に関連付ける文字列 (オプション)。
• stageThreshold - この変換中に発生した、プロセスがエラーを出力するエラーの数 (オプション)。デ
フォルトはゼロで、エラーを出力しないことを示します。
• totalThreshold - この変換までに発生したエラーのうち、プロセスがエラーを出力するエラーの数
(オプション)。デフォルトはゼロで、エラーを出力しないことを示します。
• options - 次の 1 つ以上。
• separator – 区切り文字を含む文字列。
• escaper – エスケープ文字を含む文字列。
• skipFirst – 最初のインスタンスをスキップするかどうかを示すブール値。
• withSchema – スキーマを含む文字列。呼び出す場合は StructType.json( ) を使用する必要があ
ります。
• withHeader – ヘッダーが含まれているかどうかを示すブール値。

例: unbox を使用して、文字列フィールドを構造体にアンボックスする
このコード例では、unbox メソッドを使用して、DynamicFrame の文字列フィールドを struct 型の
フィールドにアンボックスまたは再フォーマットします。
データセットの例
この例では、次のスキーマとエントリを持つ mapped_with_string と呼ばれる DynamicFrame を使用
しています。
AddressString という名前のフィールドに注目してください。この例では、このフィールドを構造体に
アンボックスしています。
root
|-- Average Total Payments: string
|-- AddressString: string
|-- Average Covered Charges: string
|-- DRG Definition: string
|-- Average Medicare Payments: string
|-- Hospital Referral Region Description: string
|-- Address: struct
|
|-- Zip.Code: string
|
|-- City: string
|
|-- Array: array
|
|
|-- element: string
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|
|-- State: string
|
|-- Street: string
|-- Provider Id: string
|-- Total Discharges: string
|-- Provider Name: string
+----------------------+--------------------+-----------------------+-------------------+-------------------------+------------------------------------+-------------------+-----------+----------------+--------------------+
|Average Total Payments|
AddressString|Average Covered Charges|
DRG Definition|
Average Medicare Payments|Hospital Referral Region Description|
Address|
Provider Id|Total Discharges|
Provider Name|
+----------------------+--------------------+-----------------------+-------------------+-------------------------+------------------------------------+-------------------+-----------+----------------+--------------------+
|
$5777.24|{"Street": "1108 ...|
$32963.07|039 - EXTRACRANIA...|
$4763.73|
AL - Dothan|[36301, DOTHAN, [...|
10001|
91|SOUTHEAST ALABAMA...|
|
$5787.57|{"Street": "2505 ...|
$15131.85|039 - EXTRACRANIA...|
$4976.71|
AL - Birmingham|[35957, BOAZ, [25...|
10005|
14|MARSHALL MEDICAL ...|
|
$5434.95|{"Street": "205 M...|
$37560.37|039 - EXTRACRANIA...|
$4453.79|
AL - Birmingham|[35631, FLORENCE,...|
10006|
24|ELIZA COFFEE MEMO...|
|
$5417.56|{"Street": "50 ME...|
$13998.28|039 - EXTRACRANIA...|
$4129.16|
AL - Birmingham|[35235, BIRMINGHA...|
10011|
25|
ST VINCENT'S EAST|
...

コードの例
# Example: Use unbox to unbox a string field
# into a struct in a DynamicFrame
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
# Create GlueContext
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)
unboxed = mapped_with_string.unbox("AddressString", "json")
unboxed.printSchema()
unboxed.toDF().show()

出力
root
|-- Average Total Payments: string
|-- AddressString: struct
|
|-- Street: string
|
|-- City: string
|
|-- State: string
|
|-- Zip.Code: string
|
|-- Array: array
|
|
|-- element: string
|-- Average Covered Charges: string
|-- DRG Definition: string
|-- Average Medicare Payments: string
|-- Hospital Referral Region Description: string
|-- Address: struct
|
|-- Zip.Code: string

560

AWS Glue デベロッパーガイド
PySpark 拡張機能
|
|-- City: string
|
|-- Array: array
|
|
|-- element: string
|
|-- State: string
|
|-- Street: string
|-- Provider Id: string
|-- Total Discharges: string
|-- Provider Name: string
+----------------------+--------------------+-----------------------+-------------------+-------------------------+------------------------------------+-------------------+-----------+----------------+--------------------+
|Average Total Payments|
AddressString|Average Covered Charges|
DRG Definition|
Average Medicare Payments|Hospital Referral Region Description|
Address|
Provider Id|Total Discharges|
Provider Name|
+----------------------+--------------------+-----------------------+-------------------+-------------------------+------------------------------------+-------------------+-----------+----------------+--------------------+
|
$5777.24|[1108 ROSS CLARK ...|
$32963.07|039 - EXTRACRANIA...|
$4763.73|
AL - Dothan|[36301, DOTHAN, [...|
10001|
91|SOUTHEAST ALABAMA...|
|
$5787.57|[2505 U S HIGHWAY...|
$15131.85|039 - EXTRACRANIA...|
$4976.71|
AL - Birmingham|[35957, BOAZ, [25...|
10005|
14|MARSHALL MEDICAL ...|
|
$5434.95|[205 MARENGO STRE...|
$37560.37|039 - EXTRACRANIA...|
$4453.79|
AL - Birmingham|[35631, FLORENCE,...|
10006|
24|ELIZA COFFEE MEMO...|
|
$5417.56|[50 MEDICAL PARK ...|
$13998.28|039 - EXTRACRANIA...|
$4129.16|
AL - Birmingham|[35235, BIRMINGHA...|
10011|
25|
ST VINCENT'S EAST|
|
$5658.33|[1000 FIRST STREE...|
$31633.27|039 - EXTRACRANIA...|
$4851.44|
AL - Birmingham|[35007, ALABASTER...|
10016|
18|SHELBY BAPTIST ME...|
|
$6653.80|[2105 EAST SOUTH ...|
$16920.79|039 - EXTRACRANIA...|
$5374.14|
AL - Montgomery|[36116, MONTGOMER...|
10023|
67|BAPTIST MEDICAL C...|
|
$5834.74|[2000 PEPPERELL P...|
$11977.13|039 - EXTRACRANIA...|
$4761.41|
AL - Birmingham|[36801, OPELIKA, ...|
10029|
51|EAST ALABAMA MEDI...|
|
$8031.12|[619 SOUTH 19TH S...|
$35841.09|039 - EXTRACRANIA...|
$5858.50|
AL - Birmingham|[35233, BIRMINGHA...|
10033|
32|UNIVERSITY OF ALA...|
|
$6113.38|[101 SIVLEY RD, H...|
$28523.39|039 - EXTRACRANIA...|
$5228.40|
AL - Huntsville|[35801, HUNTSVILL...|
10039|
135| HUNTSVILLE HOSPITAL|
|
$5541.05|[1007 GOODYEAR AV...|
$75233.38|039 - EXTRACRANIA...|
$4386.94|
AL - Birmingham|[35903, GADSDEN, ...|
10040|
34|GADSDEN REGIONAL ...|
|
$5461.57|[600 SOUTH THIRD ...|
$67327.92|039 - EXTRACRANIA...|
$4493.57|
AL - Birmingham|[35901, GADSDEN, ...|
10046|
14|RIVERVIEW REGIONA...|
|
$5356.28|[4370 WEST MAIN S...|
$39607.28|039 - EXTRACRANIA...|
$4408.20|
AL - Dothan|[36305, DOTHAN, [...|
10055|
45|
FLOWERS HOSPITAL|
|
$5374.65|[810 ST VINCENT'S...|
$22862.23|039 - EXTRACRANIA...|
$4186.02|
AL - Birmingham|[35205, BIRMINGHA...|
10056|
43|ST VINCENT'S BIRM...|
|
$5366.23|[400 EAST 10TH ST...|
$31110.85|039 - EXTRACRANIA...|
$4376.23|
AL - Birmingham|[36207, ANNISTON,...|
10078|
21|NORTHEAST ALABAMA...|
|
$5282.93|[1613 NORTH MCKEN...|
$25411.33|039 - EXTRACRANIA...|
$4383.73|
AL - Mobile|[36535, FOLEY, [1...|
10083|
15|SOUTH BALDWIN REG...|
|
$5676.55|[1201 7TH STREET ...|
$9234.51|039 - EXTRACRANIA...|
$4509.11|
AL - Huntsville|[35609, DECATUR, ...|
10085|
27|DECATUR GENERAL H...|
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|

$5930.11|[6801 AIRPORT BOU...|
$15895.85|039 - EXTRACRANIA...|
$3972.85|
AL - Mobile|[36608, MOBILE, [...|
10090|
27| PROVIDENCE HOSPITAL|
|
$6192.54|[809 UNIVERSITY B...|
$19721.16|039 - EXTRACRANIA...|
$5179.38|
AL - Tuscaloosa|[35401, TUSCALOOS...|
10092|
31|D C H REGIONAL ME...|
|
$4968.00|[750 MORPHY AVENU...|
$10710.88|039 - EXTRACRANIA...|
$3898.88|
AL - Mobile|[36532, FAIRHOPE,...|
10100|
18|
THOMAS HOSPITAL|
|
$5996.00|[701 PRINCETON AV...|
$51343.75|039 - EXTRACRANIA...|
$4962.45|
AL - Birmingham|[35211, BIRMINGHA...|
10103|
33|BAPTIST MEDICAL C...|
+----------------------+--------------------+-----------------------+-------------------+-------------------------+------------------------------------+-------------------+-----------+----------------+--------------------+
only showing top 20 rows

ネスト解除
unnest(transformation_ctx="", info="", stageThreshold=0,
totalThreshold=0)
DynamicFrame 内のネストされたオブジェクトをネスト解除して、最上位レベルのオブジェクトにし、新
しくネスト解除された DynamicFrame を返します。
• transformation_ctx - 状態情報を識別するために使用される一意の文字列 (オプション)。
• info - この変換のエラー報告に関連付ける文字列 (オプション)。
• stageThreshold - この変換中に発生した、プロセスがエラーを出力するエラーの数 (オプション)。デ
フォルトはゼロで、エラーを出力しないことを示します。
• totalThreshold - この変換までに発生したエラーのうち、プロセスがエラーを出力するエラーの数
(オプション)。デフォルトはゼロで、エラーを出力しないことを示します。

例: unnest を使用して、ネストされたフィールドを最上位フィールドに変換する
このコード例では、unnest メソッドを使用して、DynamicFrame のネストされたすべてのフィールドを
最上位フィールドにフラット化します。
データセットの例
この例では、次のスキーマを持つ mapped_medicare と呼ばれる DynamicFrame を使用していま
す。Address フィールドは、ネストされたデータを含む唯一のフィールドであることに注意してくださ
い。
root
|-- Average Total Payments: string
|-- Average Covered Charges: string
|-- DRG Definition: string
|-- Average Medicare Payments: string
|-- Hospital Referral Region Description: string
|-- Address: struct
|
|-- Zip.Code: string
|
|-- City: string
|
|-- Array: array
|
|
|-- element: string
|
|-- State: string
|
|-- Street: string
|-- Provider Id: string
|-- Total Discharges: string
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|-- Provider Name: string

コードの例
# Example: Use unnest to unnest nested
# objects in a DynamicFrame
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
# Create GlueContext
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)
# Unnest all nested fields
unnested = mapped_medicare.unnest()
unnested.printSchema()

出力
root
|-- Average Total Payments: string
|-- Average Covered Charges: string
|-- DRG Definition: string
|-- Average Medicare Payments: string
|-- Hospital Referral Region Description: string
|-- Address.Zip.Code: string
|-- Address.City: string
|-- Address.Array: array
|
|-- element: string
|-- Address.State: string
|-- Address.Street: string
|-- Provider Id: string
|-- Total Discharges: string
|-- Provider Name: string

unnest_ddb_json
特に DynamoDB JSON 構造体にある DynamicFrame でネストされた列をネスト解除すると、新しくネス
ト解除された DynamicFrame が返されます。構造体型の配列のある列は、ネスト解除されません。これ
は、通常の unnest 変換とは異なる特殊なタイプのネスト解除変換で、データが DynamoDB JSON 構造
体に格納されている必要があることに注意してください。詳細については、「DynamoDB JSON」を参照
してください。

unnest_ddb_json(transformation_ctx="", info="", stageThreshold=0,
totalThreshold=0)
• transformation_ctx - 状態情報を識別するために使用される一意の文字列 (オプション)。
• info - この変換のエラー報告に関連付ける文字列 (オプション)。
• stageThreshold - この変換中にプロセスで発生するエラーの数 (オプション: デフォルトではゼロ、プ
ロセスがエラーを出力しないことを示します)。
• totalThreshold - この変換までに発生したエラーのうち、プロセスでエラーとなるエラーの数 (オプ
ション: デフォルトではゼロ、プロセスがエラーを出力しないことを示します)。
例えば、DynamoDB JSON 構造体のあるエクスポートを読み取るスキーマは次のようになります。
root
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|-- Item: struct
|
|-- ColA: struct
|
|
|-- S: string
|
|-- ColB: struct
|
|
|-- S: string
|
|-- ColC: struct
|
|
|-- N: string
|
|-- ColD: struct
|
|
|-- L: array
|
|
|
|-- element: null

unnest_ddb_json() 変換は、以下のように変換します。
root
|-- ColA: string
|-- ColB: string
|-- ColC: string
|-- ColD: array
|
|-- element: null

次のコード例は、AWS Glue DynamoDB エクスポートコネクタを使用し、DynamoDB JSON unnest を呼
び出し、パーティションの数を表示します。
import sys
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job
from awsglue.utils import getResolvedOptions
args = getResolvedOptions(sys.argv, ["JOB_NAME"])
glue_context= GlueContext(SparkContext.getOrCreate())
job = Job(glue_context)
job.init(args["JOB_NAME"], args)
dyf = glue_context.create_dynamic_frame.from_options(
connection_type="dynamodb",
connection_options={
"dynamodb.export": "ddb",
"dynamodb.tableArn": "<test_source>",
"dynamodb.s3.bucket": "<bucket name>",
"dynamodb.s3.prefix": "<bucket prefix>",
"dynamodb.s3.bucketOwner": "<account_id>",
}
)
unnested = dynamicFrame.unnest_ddb_json()
print(unnested.getNumPartitions())
job.commit()

書き込み
write(connection_type, connection_options, format, format_options,
accumulator_size)
この DynamicFrame の GlueContext クラス (p. 574) から指定された接続タイプの DataSink (オブジェ
クト) (p. 529) を取得し、この DynamicFrame のコンテンツの書式設定および書き込みに使用します。
指定されたとおりに書式設定され、書き込まれる新しい DynamicFrame を返します。
• connection_type - 使用する接続タイプ。有効な値に
は、s3、mysql、postgresql、redshift、sqlserver、および oracle があります。
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• connection_options - 使用する接続オプション (オプション)。s3 の connection_type で
は、Amazon S3 パスが定義されています。
connection_options = {"path": "s3://aws-glue-target/temp"}

JDBC 接続の場合、いくつかのプロパティを定義する必要があります。データベース名は URL の一部で
ある必要があることに注意してください。オプションで接続オプションに含めることができます。
connection_options = {"url": "jdbc-url/database", "user": "username", "password":
"password","dbtable": "table-name", "redshiftTmpDir": "s3-tempdir-path"}

• format – 形式の仕様 (オプション)。これは、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)、または
複数の形式をサポートする AWS Glue 接続で使用されます。サポートされる形式については、「AWS
Glue での入出力のデータ形式に関するオプション (p. 707)」を参照してください。
• format_options – 指定された形式についてのオプション。サポートされる形式については、「AWS
Glue での入出力のデータ形式に関するオプション (p. 707)」を参照してください。
• accumulator_size - 使用する累積サイズ (オプション)。

— errors —
• assertErrorThreshold (p. 565)
• errorsAsDynamicFrame (p. 565)
• errorsCount (p. 568)
• stageErrorsCount (p. 568)

assertErrorThreshold
assertErrorThreshold( ) - この DynamicFrame を作成した変換エラーに対するアサーション。基盤
になる DataFrame から Exception を返します。

errorsAsDynamicFrame
errorsAsDynamicFrame( ) - 内部にネストされたエラーレコードを持つ DynamicFrame を返します。

例: errorsAsDynamicFrame を使用してエラーレコードを表示する
次のコード例は、errorsAsDynamicFrame メソッドを使用して DynamicFrame のエラーレコードを表
示する方法を示しています。
データセットの例
この例では、JSON として Amazon S3 にアップロードできる次のデータセットを使用します。2 つ目のレ
コードの形式に誤りがあることに注意してください。通常、SparkSQL を使用すると、不正な形式のデー
タによってファイルの解析が中断されます。ただし、DynamicFrame は、不正な形式の問題を認識し、不
正な行を個別に処理できるエラーレコードに変換します。
{"id":
{"id":
{"id":
{"id":

1,
2,
3,
4,

"name":
"name":
"name":
"name":

"george", "surname": "washington", "height": 178}
"benjamin", "surname": "franklin",
"alexander", "surname": "hamilton", "height": 171}
"john", "surname": "jay", "height": 190}

コードの例
# Example: Use errorsAsDynamicFrame to view error records.
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# Replace s3://DOC-EXAMPLE-S3-BUCKET/error_data.json with your location.
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
# Create GlueContext
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)
# Create errors DynamicFrame, view schema
errors = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
"s3", {"paths": ["s3://DOC-EXAMPLE-S3-BUCKET/error_data.json"]}, "json"
)
print("Schema of errors DynamicFrame:")
errors.printSchema()
# Show that errors only contains valid entries from the dataset
print("errors contains only valid records from the input dataset (2 of 4 records)")
errors.toDF().show()
# View errors
print("Errors count:", str(errors.errorsCount()))
print("Errors:")
errors.errorsAsDynamicFrame().toDF().show()
# View error fields and error data
error_record = errors.errorsAsDynamicFrame().toDF().head()
error_fields = error_record["error"]
print("Error fields: ")
print(error_fields.asDict().keys())
print("\nError record data:")
for key in error_fields.asDict().keys():
print("\n", key, ": ", str(error_fields[key]))

出力
Schema of errors DynamicFrame:
root
|-- id: int
|-- name: string
|-- surname: string
|-- height: int
errors contains only valid records from the input dataset (2 of 4 records)
+---+------+----------+------+
| id| name|
surname|height|
+---+------+----------+------+
| 1|george|washington|
178|
| 4| john|
jay|
190|
+---+------+----------+------+
Errors count: 1
Errors:
+--------------------+
|
error|
+--------------------+
|[[ File "/tmp/20...|
+--------------------+
Error fields:
dict_keys(['callsite', 'msg', 'stackTrace', 'input', 'bytesread', 'source',
'dynamicRecord'])
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Error record data:
callsite : Row(site=' File "/tmp/2060612586885849088", line 549, in <module>\n
sys.exit(main())\n File "/tmp/2060612586885849088", line 523, in main\n
response
= handler(content)\n File "/tmp/2060612586885849088", line 197, in execute_request
\n
result = node.execute()\n File "/tmp/2060612586885849088", line 103, in
execute\n
exec(code, global_dict)\n File "<stdin>", line 10, in <module>\n
File "/opt/amazon/lib/python3.6/site-packages/awsglue/dynamicframe.py", line 625, in
from_options\n
format_options, transformation_ctx, push_down_predicate, **kwargs)\n
File "/opt/amazon/lib/python3.6/site-packages/awsglue/context.py", line 233, in
create_dynamic_frame_from_options\n
source.setFormat(format, **format_options)\n',
info='')
msg :

error in jackson reader

stackTrace : com.fasterxml.jackson.core.JsonParseException: Unexpected character
('{' (code 123)): was expecting either valid name character (for unquoted name) or doublequote (for quoted) to start field name
at [Source: com.amazonaws.services.glue.readers.BufferedStream@73492578; line: 3, column:
2]
at com.fasterxml.jackson.core.JsonParser._constructError(JsonParser.java:1581)
at
com.fasterxml.jackson.core.base.ParserMinimalBase._reportError(ParserMinimalBase.java:533)
at
com.fasterxml.jackson.core.base.ParserMinimalBase._reportUnexpectedChar(ParserMinimalBase.java:462)
at
com.fasterxml.jackson.core.json.UTF8StreamJsonParser._handleOddName(UTF8StreamJsonParser.java:2012)
at
com.fasterxml.jackson.core.json.UTF8StreamJsonParser._parseName(UTF8StreamJsonParser.java:1650)
at
com.fasterxml.jackson.core.json.UTF8StreamJsonParser.nextToken(UTF8StreamJsonParser.java:740)
at com.amazonaws.services.glue.readers.JacksonReader$$anonfun$hasNextGoodToken
$1.apply(JacksonReader.scala:57)
at com.amazonaws.services.glue.readers.JacksonReader$$anonfun$hasNextGoodToken
$1.apply(JacksonReader.scala:57)
at scala.collection.Iterator$$anon$9.next(Iterator.scala:162)
at scala.collection.Iterator$$anon$16.hasNext(Iterator.scala:599)
at scala.collection.Iterator$$anon$16.hasNext(Iterator.scala:598)
at scala.collection.Iterator$class.foreach(Iterator.scala:891)
at scala.collection.AbstractIterator.foreach(Iterator.scala:1334)
at com.amazonaws.services.glue.readers.JacksonReader$$anonfun
$1.apply(JacksonReader.scala:120)
at com.amazonaws.services.glue.readers.JacksonReader$$anonfun
$1.apply(JacksonReader.scala:116)
at
com.amazonaws.services.glue.DynamicRecordBuilder.handleErr(DynamicRecordBuilder.scala:209)
at
com.amazonaws.services.glue.DynamicRecordBuilder.handleErrorWithException(DynamicRecordBuilder.scala:2
at com.amazonaws.services.glue.readers.JacksonReader.nextFailSafe(JacksonReader.scala:116)
at com.amazonaws.services.glue.readers.JacksonReader.next(JacksonReader.scala:109)
at com.amazonaws.services.glue.readers.JSONReader.next(JSONReader.scala:247)
at
com.amazonaws.services.glue.hadoop.TapeHadoopRecordReaderSplittable.nextKeyValue(TapeHadoopRecordReade
at org.apache.spark.rdd.NewHadoopRDD$$anon$1.hasNext(NewHadoopRDD.scala:230)
at org.apache.spark.InterruptibleIterator.hasNext(InterruptibleIterator.scala:37)
at scala.collection.Iterator$$anon$11.hasNext(Iterator.scala:409)
at scala.collection.Iterator$$anon$11.hasNext(Iterator.scala:409)
at scala.collection.Iterator$$anon$13.hasNext(Iterator.scala:462)
at scala.collection.Iterator$$anon$11.hasNext(Iterator.scala:409)
at scala.collection.Iterator$$anon$11.hasNext(Iterator.scala:409)
at scala.collection.Iterator$$anon$13.hasNext(Iterator.scala:462)
at scala.collection.Iterator$$anon$11.hasNext(Iterator.scala:409)
at scala.collection.Iterator$$anon$11.hasNext(Iterator.scala:409)
at org.apache.spark.sql.execution.SparkPlan$$anonfun$2.apply(SparkPlan.scala:255)
at org.apache.spark.sql.execution.SparkPlan$$anonfun$2.apply(SparkPlan.scala:247)
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at org.apache.spark.rdd.RDD$$anonfun$mapPartitionsInternal$1$$anonfun$apply
$24.apply(RDD.scala:836)
at org.apache.spark.rdd.RDD$$anonfun$mapPartitionsInternal$1$$anonfun$apply
$24.apply(RDD.scala:836)
at org.apache.spark.rdd.MapPartitionsRDD.compute(MapPartitionsRDD.scala:52)
at org.apache.spark.rdd.RDD.computeOrReadCheckpoint(RDD.scala:324)
at org.apache.spark.rdd.RDD.iterator(RDD.scala:288)
at org.apache.spark.rdd.MapPartitionsRDD.compute(MapPartitionsRDD.scala:52)
at org.apache.spark.rdd.RDD.computeOrReadCheckpoint(RDD.scala:324)
at org.apache.spark.rdd.RDD.iterator(RDD.scala:288)
at org.apache.spark.scheduler.ResultTask.runTask(ResultTask.scala:90)
at org.apache.spark.scheduler.Task.run(Task.scala:121)
at org.apache.spark.executor.Executor$TaskRunner$$anonfun$10.apply(Executor.scala:408)
at org.apache.spark.util.Utils$.tryWithSafeFinally(Utils.scala:1360)
at org.apache.spark.executor.Executor$TaskRunner.run(Executor.scala:414)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:750)
input :
bytesread :

252

source :
dynamicRecord :

Row(id=2, name='benjamin', surname='franklin')

errorsCount
errorsCount( ) - DynamicFrame 内のエラーの総数を返します。

stageErrorsCount
stageErrorsCount - この DynamicFrame を生成するプロセスで発生したエラーの数を返します。

DynamicFrameCollection クラス
DynamicFrameCollection は DynamicFrame クラス (p. 529) オブジェクトのディクショナリで、そ
のキーは DynamicFrames の名前、値は DynamicFrame オブジェクトです。

__init__
__init__(dynamic_frames, glue_ctx)
• dynamic_frames – DynamicFrame クラス (p. 529) オブジェクトのディクショナリ。
• glue_ctx – GlueContext クラス (p. 574) オブジェクト。

キー
keys( ) – このコレクション内のキーのリストを返します。これは一般的に、対応する DynamicFrame
値の名前で構成されます。

値
values(key) – このコレクション内の DynamicFrame 値のリストを返します。
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選択
select(key)
指定されたキー (一般に DynamicFrame の名前) に対応する DynamicFrame を返します。
• key – DynamicFrameCollection 内のキー。通常は DynamicFrame の名前を表します。

マップ
map(callable, transformation_ctx="")
渡された関数を使用して、このコレクション内の DynamicFrameCollection に基づいた新しい
DynamicFrames を作成して返します。
• callable – DynamicFrame と指定された変換コンテキストをパラメータとして取り、DynamicFrame
を返す関数。
• transformation_ctx – 呼び出し可能なものによって使用される変換コンテキスト (省略可能)。

Flatmap
flatmap(f, transformation_ctx="")
渡された関数を使用して、このコレクション内の DynamicFrameCollection に基づいた新しい
DynamicFrames を作成して返します。
• f – DynamicFrame をパラメータとして取り、DynamicFrame または DynamicFrameCollection を
返す関数。
• transformation_ctx – 関数で使用される変換コンテキスト (省略可能)。

DynamicFrameWriter クラス
方法
• __init__ (p. 569)
• from_options (p. 569)
• from_catalog (p. 570)
• from_jdbc_conf (p. 571)

__init__
__init__(glue_context)
• glue_context - 使用する GlueContext クラス (p. 574)。

from_options
from_options(frame, connection_type, connection_options={}, format=None,
format_options={}, transformation_ctx="")
指定された接続と形式を使用して DynamicFrame を書き込みます。
• frame - 書き込む DynamicFrame。
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• connection_type - 接続タイプ。有効な値に
は、s3、mysql、postgresql、redshift、sqlserver、および oracle があります。
• connection_options - 接続オプション (パスやデータベーステーブルなど) (オプション)。s3 の
connection_type では、Amazon S3 パスが定義されています。
connection_options = {"path": "s3://aws-glue-target/temp"}

JDBC 接続の場合、いくつかのプロパティを定義する必要があります。データベース名は URL の一部で
ある必要があることに注意してください。オプションで接続オプションに含めることができます。
connection_options = {"url": "jdbc-url/database", "user": "username", "password":
"password","dbtable": "table-name", "redshiftTmpDir": "s3-tempdir-path"}

dbtable プロパティは JDBC テーブルの名前です。データベース内でスキーマをサポートする JDBC
データストアの場合、schema.table-name を指定します。スキーマを指定しない場合、デフォルトの
「パブリック」スキーマが使用されます。
詳しくは、「AWS Glue での ETL の接続タイプとオプション (p. 678)」を参照してください。
• format – 形式の仕様 (オプション)。これは、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)、または
複数の形式をサポートする AWS Glue 接続で使用されます。サポートされる形式については、「AWS
Glue での入出力のデータ形式に関するオプション (p. 707)」を参照してください。
• format_options – 指定された形式についてのオプション。サポートされる形式については、「AWS
Glue での入出力のデータ形式に関するオプション (p. 707)」を参照してください。
• transformation_ctx - 使用する変換コンテキスト (オプション)。

from_catalog
from_catalog(frame, name_space, table_name, redshift_tmp_dir="",
transformation_ctx="")
指定されたカタログデータベースとテーブル名を使用して DynamicFrame を書き込みます。
• frame - 書き込む DynamicFrame。
• name_space – 使用するデータベース。
• table_name - 使用する table_name。
• redshift_tmp_dir - 使用する Amazon Redshift の一時ディレクトリ (オプション)。
• transformation_ctx - 使用する変換コンテキスト (オプション)。
• additional_options – AWS Glue で使用する追加のオプション。
Lake Formation governed table に書き込むには、以下の追加オプションを使用することができます。
• transactionId — (文字列) governed table への書き込みを行うトランザクション ID。このトランザ
クションをコミットまたは中断することはできません。書き込みが失敗します。
• callDeleteObjectsOnCancel - (プール値、オプション) true (デフォルト) に
設定すると、オブジェクトが Amazon S3 に書き込まれた後、AWS Glue で自動的に
DeleteObjectsOnCancel APIを呼び出します。詳細については、AWS Lake Formation Developer
Guide の「DeleteObjectsOnCancel」を参照してください。

Example 例: Lake Formation の governed table への書き込み
txId = glueContext.start_transaction(read_only=False)
glueContext.write_dynamic_frame.from_catalog(
frame=dyf,
database = db,
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table_name = tbl,
transformation_ctx = "datasource0",
additional_options={"transactionId":txId})

...
glueContext.commit_transaction(txId)

from_jdbc_conf
from_jdbc_conf(frame, catalog_connection, connection_options={},
redshift_tmp_dir = "", transformation_ctx="")
指定された JDBC 接続情報を使用して DynamicFrame を書き込みます。
• frame - 書き込む DynamicFrame。
• catalog_connection - 使用するカタログ接続。
• connection_options - 接続オプション (パスやデータベーステーブルなど) (オプション)。
• redshift_tmp_dir - 使用する Amazon Redshift の一時ディレクトリ (オプション)。
• transformation_ctx - 使用する変換コンテキスト (オプション)。

write_dynamic_frame の例
この例では、POSIX パス引数を持つ S3 のconnection_type を connection_options で使用して、
ローカルストレージへの書き込みを許可し、出力をローカルに書き込みます。
glueContext.write_dynamic_frame.from_options(\
frame = dyf_splitFields,\
connection_options = {'path': '/home/glue/GlueLocalOutput/'},\
connection_type = 's3',\
format = 'json')

DynamicFrameReader クラス
— methods —
• __init__ (p. 571)
• from_rdd (p. 571)
• from_options (p. 572)
• from_catalog (p. 572)

__init__
__init__(glue_context)
• glue_context - 使用する GlueContext クラス (p. 574)。

from_rdd
from_rdd(data, name, schema=None, sampleRatio=None)
Resilient Distributed Dataset (RDD) から DynamicFrame を読み取ります。
• data - 読み取り元のデータセット。
• name - 読み取り元の名前。
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• schema - 読み取るスキーマ (オプション)。
• sampleRatio - サンプル比率 (オプション)。

from_options
from_options(connection_type, connection_options={}, format=None,
format_options={}, transformation_ctx="")
指定された接続と形式を使用して DynamicFrame を読み込みます。
• connection_type - 接続タイプ。有効な値に
は、s3、mysql、postgresql、redshift、sqlserver、oracle および dynamodb があります。
• connection_options - 接続オプション (パスやデータベーステーブルなど) (オプション)。s3 の
connection_type の場合、Amazon S3 のパスは配列で定義されます。
connection_options = {"paths": [ "s3://mybucket/object_a", "s3://mybucket/object_b"]}

JDBC 接続の場合、いくつかのプロパティを定義する必要があります。データベース名は URL の一部で
ある必要があることに注意してください。オプションで接続オプションに含めることができます。
connection_options = {"url": "jdbc-url/database", "user": "username", "password":
"password","dbtable": "table-name", "redshiftTmpDir": "s3-tempdir-path"}

並列読み込みを実行する JDBC 接続の場合、ハッシュフィールドオプションを設定できます。例:
connection_options = {"url": "jdbc-url/database", "user": "username", "password":
"password","dbtable": "table-name", "redshiftTmpDir": "s3-tempdir-path" , "hashfield":
"month"}

詳しくは、「JDBC テーブルからの並列読み取り (p. 736)」を参照してください。
• format – 形式の仕様 (オプション)。これは、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)、または
複数の形式をサポートする AWS Glue 接続で使用されます。サポートされる形式については、「AWS
Glue での入出力のデータ形式に関するオプション (p. 707)」を参照してください。
• format_options – 指定された形式についてのオプション。サポートされる形式については、「AWS
Glue での入出力のデータ形式に関するオプション (p. 707)」を参照してください。
• transformation_ctx - 使用する変換コンテキスト (オプション)。
• push_down_predicate – データセットのすべてのファイルをリストアップして読み取る必要がない
フィルタパーティション。詳細については、「Pre-Filtering Using Pushdown Predicates」を参照してく
ださい。

from_catalog
from_catalog(name_space, table_name, redshift_tmp_dir="",
transformation_ctx="", push_down_predicate="", additional_options={})
指定されたカタログの名前空間とテーブル名を使用して DynamicFrame を読み取ります。
• name_space - 読み取り元のデータベース。
• table_name - 読み取り元のテーブルの名前。
• redshift_tmp_dir – 使用する Amazon Redshift の一時ディレクトリ (Redshift からデータを読み取ら
ない場合はオプション)。
• transformation_ctx - 使用する変換コンテキスト (オプション)。
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• push_down_predicate – データセットのすべてのファイルをリストアップして読み取る必要がない
フィルタパーティション。詳しくは、「プッシュダウン述語を使用した事前フィルタ処理 (p. 733)」を
参照してください。
• additional_options – AWS Glue で使用する追加のオプション。
• 並列読み込みを実行する JDBC 接続を使用するには、hashfield、hashexpression、または
hashpartitions オプションを設定できます。例:
additional_options = {"hashfield": "month"}

詳しくは、「JDBC テーブルからの並列読み取り (p. 736)」を参照してください。
• インデックス列に基づいたフィルタリングのためにカタログ式を渡すに
は、catalogPartitionPredicate オプションを使用できます。
catalogPartitionPredicate – カタログ式を渡して、インデックス列に基づいたフィルタリ
ングができます。これにより、フィルタリングをサーバー側で処理できます。詳細については、
「AWS Glue パーティションインデックス」を参照してください。push_down_predicate と
catalogPartitionPredicate では、異なる構文が使用されることに注意してください。前者では
Spark SQL の標準構文を使用し、後者では JSQL パーサーを使用します。
詳しくは、「AWS Glue での ETL 出力のパーティションの管理 (p. 732)」を参照してください。
• Lake Formation governed table から読み取るには、以下の追加オプションを使用します。
• transactionId — (文字列) governed table の内容を読み取るトランザクション ID。このトラ
ンザクションがコミットされていない場合、読み取りはそのトランザクションの一部として処
理され、その書き込みが表示されます。このトランザクションがコミットされると、その書き込
みはこの読み取りに表示されます。このトランザクションが中止された場合、エラーが返されま
す。asOfTime と一緒に指定することはできません。

Note
governed table にアクセスするには、transactionId か asOfTime のどちらか一方を設
定する必要があります。
• asOfTime — (タイムスタンプ:yyyy-[m] m-[d] d hh: mm: ss) テーブルの内容を読み取る時の時
間。transactionId と一緒に指定することはできません。
• query —（オプション）Lake Formation プランナーサービスの入力として使用される PartiQL クエ
リ文。設定しない場合、デフォルト設定ではテーブルからすべてのデータが選択されます。PartiQL
の詳細については、AWS Lake Formation デベロッパーガイドの「行フィルタ式におけるPartiQL サ
ポート」を参照してください。

Example 例: Lake Formation が管理するテーブルから読み取る際に、PartiQL クエリステート
メントを使用します。
txId = glueContext.start_transaction(read_only=False)
datasource0 = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
database = db,
table_name = tbl,
transformation_ctx = "datasource0",
additional_options={
"transactionId":txId,
"query":"SELECT * from tblName WHERE partitionKey=value;"
})
...
glueContext.commit_transaction(txId)
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GlueContext クラス
Apache Spark の SparkContext オブジェクトをラップすることにより、Apache Spark プラットフォーム
とやり取りするためのメカニズムが提供されます。

__init__
__init__(sparkContext)
• sparkContext - 使用する Apache Spark のコンテキスト。

[Creating] (作成中)
• __init__ (p. 574)
• getSource (p. 574)
• create_dynamic_frame_from_rdd (p. 574)
• create_dynamic_frame_from_catalog (p. 575)
• create_dynamic_frame_from_options (p. 575)
• create_sample_dynamic_frame_from_catalog (p. 576)
• create_sample_dynamic_frame_from_options (p. 577)
• add_ingestion_time_columns (p. 577)
• create_data_frame_from_catalog (p. 578)
• create_data_frame_from_options (p. 578)
• forEachBatch (p. 579)

getSource
getSource(connection_type, transformation_ctx = "", **options)
外部ソースから DynamicFrames を読み取るために使用できる DataSource オブジェクトを作成しま
す。
• connection_type – 使用する接続タイプ (Amazon Simple Storage
Service (Amazon S3)、Amazon Redshift、JDBC など)。有効な値に
は、s3、mysql、postgresql、redshift、sqlserver、oracle および dynamodb があります。
• transformation_ctx - 使用する変換コンテキスト (オプション)。
• options - オプションの名前と値のペアのコレクション。詳しくは、「AWS Glue での ETL の接続タイ
プとオプション (p. 678)」を参照してください。
以下は、getSource の使用例です。
>>> data_source = context.getSource("file", paths=["/in/path"])
>>> data_source.setFormat("json")
>>> myFrame = data_source.getFrame()

create_dynamic_frame_from_rdd
create_dynamic_frame_from_rdd(data, name, schema=None, sample_ratio=None,
transformation_ctx="")
Apache Spark Resilient Distributed Dataset (RDD) から作成された DynamicFrame を返します。
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• data - 使用するデータソース。
• name - 使用するデータの名前。
• schema - 使用するスキーマ (オプション)。
• sample_ratio - 使用するサンプル比率 (オプション)。
• transformation_ctx - 使用する変換コンテキスト (オプション)。

create_dynamic_frame_from_catalog
create_dynamic_frame_from_catalog(database, table_name, redshift_tmp_dir,
transformation_ctx = "", push_down_predicate= "", additional_options =
{}, catalog_id = None)
Data Catalog データベースとテーブル名を使用して作成された DynamicFrame を返します。
• Database - 読み取り元のデータベース。
• table_name - 読み取り元のテーブルの名前。
• redshift_tmp_dir - 使用する Amazon Redshift の一時ディレクトリ (オプション)。
• transformation_ctx - 使用する変換コンテキスト (オプション)。
• push_down_predicate – データセットのすべてのファイルをリストアップして読み取る必要がない
フィルタパーティション。詳しくは、「プッシュダウン述語を使用した事前フィルタ処理 (p. 733)」を
参照してください。

• additional_options - オプションの名前と値のペアのコレクション。AWS Glue で
の ETL の接続タイプとオプション (p. 678) でリストされている使用可能なオプション
(endpointUrl、streamName、bootstrap.servers、security.protocol、topicName、classification、
および delimiter を除く)。別のオプションとして、catalogPartitionPredicate もサポートされ
ています。
catalogPartitionPredicate – カタログ式を渡して、インデックス列に基づいたフィルタリ
ングができます。これにより、フィルタリングをサーバー側で処理できます。詳細については、
「AWS Glue パーティションインデックス」を参照してください。push_down_predicate と
catalogPartitionPredicate では、異なる構文が使用されることに注意してください。前者では
Spark SQL の標準構文を使用し、後者では JSQL パーサーを使用します。
• catalog_id – 現在アクセスされている Data Catalog のカタログ ID (アカウント ID)。None の場合は、
呼び出し元のアカウント ID のデフォルトが使用されます。

create_dynamic_frame_from_options
create_dynamic_frame_from_options(connection_type, connection_options={},
format=None, format_options={}, transformation_ctx = "")
指定された接続と形式で作成された DynamicFrame を返します。
• connection_type – 接続タイプ (Amazon S3、Amazon Redshift、JDBC など)。有効な値に
は、s3、mysql、postgresql、redshift、sqlserver、oracle および dynamodb があります。
• connection_options – パスやデータベーステーブルなど接続オプション (オプション)。s3 の
connection_type に関しては、Amazon S3 パスのリストが定義されています。
connection_options = {"paths": ["s3://aws-glue-target/temp"]}

JDBC 接続の場合、いくつかのプロパティを定義する必要があります。データベース名は URL の一部で
ある必要があることに注意してください。オプションで接続オプションに含めることができます。
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connection_options = {"url": "jdbc-url/database", "user": "username", "password":
"password","dbtable": "table-name", "redshiftTmpDir": "s3-tempdir-path"}

dbtable プロパティは JDBC テーブルの名前です。データベース内でスキーマをサポートする JDBC
データストアの場合、schema.table-name を指定します。スキーマを指定しない場合、デフォルトの
「パブリック」スキーマが使用されます。
詳しくは、「AWS Glue での ETL の接続タイプとオプション (p. 678)」を参照してください。
• format – 形式の仕様 (オプション)。Amazon S3 や、複数のフォーマットをサポートする AWS Glue 接
続の場合に使用します。サポートされる形式については、「AWS Glue での入出力のデータ形式に関す
るオプション (p. 707)」を参照してください。
• format_options – 指定された形式についてのオプション。サポートされる形式については、「AWS
Glue での入出力のデータ形式に関するオプション (p. 707)」を参照してください。
• transformation_ctx - 使用する変換コンテキスト (オプション)。
• push_down_predicate – データセットのすべてのファイルをリストアップして読み取る必要がない
フィルタパーティション。詳細については、「プッシュダウン述語を使用した事前フィルタ処理」を参
照してください。

create_sample_dynamic_frame_from_catalog
create_sample_dynamic_frame_from_catalog(database, table_name, num,
redshift_tmp_dir, transformation_ctx = "", push_down_predicate= "",
additional_options = {}, sample_options = {}, catalog_id = None)
Data Catalog データベースとテーブル名を使用して作成されたサンプル DynamicFrame を返しま
す。DynamicFrame にはデータソースからの最初の num レコードのみが含まれます。
• database - 読み取り元のデータベース。
• table_name - 読み取り元のテーブルの名前。
• num — 返されるサンプル動的フレーム内のレコードの最大数。
• redshift_tmp_dir - 使用する Amazon Redshift の一時ディレクトリ (オプション)。

• transformation_ctx - 使用する変換コンテキスト (オプション)。
• push_down_predicate – データセットのすべてのファイルをリストアップして読み取る必要がない
フィルタパーティション。詳しくは、「プッシュダウン述語を使用した事前フィルタ処理 (p. 733)」を
参照してください。
• additional_options - オプションの名前と値のペアのコレクション。AWS Glue で
の ETL の接続タイプとオプション (p. 678) でリストされている使用可能なオプション
(endpointUrl、streamName、bootstrap.servers、security.protocol、topicName、classification、
および delimiter を除く)。
• sample_options— サンプリング動作を制御するパラメータ (オプション)。Simple Storage Service
(Amazon S3) ソースで現在使用可能なパラメータ:
• maxSamplePartitions — サンプリングが読み取るパーティションの最大数。デフォルト値は 10
です
• maxSampleFilesPerPartition — サンプリングが 1 つのパーティションで読み取るファイルの最
大数。デフォルト値は 10 です。
これらのパラメータは、ファイル一覧で消費される時間を短縮するのに役立ちます。例えば、デー
タセットに 1000 個のパーティションがあり、各パーティションには 10 個のファイルがあるとしま
す。10,000 個のファイルをすべてリスト表示する代わりに、maxSamplePartitions = 10 および
maxSampleFilesPerPartition = 10 と設定した場合、サンプリングでは、最初の 10 個のパー
ティションの最初の 10 個のファイルのみがリスト表示されて読み込まれ、合計で 10*10 = 100 個の
ファイルとなります。
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• catalog_id – 現在アクセスされている Data Catalog のカタログ ID (Data Catalog のアカウント ID)。
デフォルトでは、None に設定されています。None のデフォルト値は、サービス内の呼び出し元アカウ
ントのカタログ ID になります。

create_sample_dynamic_frame_from_options
create_sample_dynamic_frame_from_options(connection_type,
connection_options={}, num, sample_options={}, format=None,
format_options={}, transformation_ctx = "")
指定された接続と形式で作成されたサンプル DynamicFrame を返します。DynamicFrame にはデータ
ソースからの最初の num レコードのみが含まれます。
• connection_type – 接続タイプ (Amazon S3、Amazon Redshift、JDBC など)。有効な値に
は、s3、mysql、postgresql、redshift、sqlserver、oracle および dynamodb があります。
• connection_options – パスやデータベーステーブルなど接続オプション (オプション)。詳しくは、
「AWS Glue での ETL の接続タイプとオプション (p. 678)」を参照してください。
• num — 返されるサンプル動的フレーム内のレコードの最大数。
• sample_options— サンプリング動作を制御するパラメータ (オプション)。Simple Storage Service
(Amazon S3) ソースで現在使用可能なパラメータ:
• maxSamplePartitions — サンプリングが読み取るパーティションの最大数。デフォルト値は 10
です
• maxSampleFilesPerPartition — サンプリングが 1 つのパーティションで読み取るファイルの最
大数。デフォルト値は 10 です。
これらのパラメータは、ファイル一覧で消費される時間を短縮するのに役立ちます。例えば、デー
タセットに 1000 個のパーティションがあり、各パーティションには 10 個のファイルがあるとしま
す。10,000 個のファイルをすべてリスト表示する代わりに、maxSamplePartitions = 10 および
maxSampleFilesPerPartition = 10 と設定した場合、サンプリングでは、最初の 10 個のパー
ティションの最初の 10 個のファイルのみがリスト表示されて読み込まれ、合計で 10*10 = 100 個の
ファイルとなります。
• format – 形式の仕様 (オプション)。Amazon S3 や、複数のフォーマットをサポートする AWS Glue 接
続の場合に使用します。サポートされる形式については、「AWS Glue での入出力のデータ形式に関す
るオプション (p. 707)」を参照してください。
• format_options – 指定された形式についてのオプション。サポートされる形式については、「AWS
Glue での入出力のデータ形式に関するオプション (p. 707)」を参照してください。
• transformation_ctx - 使用する変換コンテキスト (オプション)。
• push_down_predicate – データセットのすべてのファイルをリストアップして読み取る必要がない
フィルタパーティション。詳しくは、「プッシュダウン述語を使用した事前フィルタ処理 (p. 733)」を
参照してください。

add_ingestion_time_columns
add_ingestion_time_columns(dataFrame, timeGranularity = "")
入力 DataFrame への取り込み時間列
(ingest_year、ingest_month、ingest_day、ingest_hour、ingest_minute) を追加しま
す。Amazon S3 の Data Catalog テーブルをターゲットとして指定する場合、この関数は、AWS Glue に
より生成されたスクリプト内で自動的に生成されます。この関数は、出力テーブル上で、取り込み時間列
があるパーティションを自動的に更新します。これにより、入力データに明示的な取り込み時間列を指定
しなくても、取り込み時間において出力データの自動的なパーティション化が行えます。
• dataFrame – 取り込み時間列の追加先である dataFrame。
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• timeGranularity – 時間列の詳細度。有効な値は「day」、「hour」、および「minute」で
す。例えば、関数に対し「hour」が渡された場合、元の dataFrame は「ingest_year」、
「ingest_month」、「ingest_day」に加え「ingest_hour」の時間列を持つことになります。
時間の詳細度列を追加した後、そのデータフレームを返します。
例:
dynamic_frame = DynamicFrame.fromDF(glueContext.add_ingestion_time_columns(dataFrame,
"hour"))

create_data_frame_from_catalog
create_data_frame_from_catalog(database, table_name, transformation_ctx =
"", additional_options = {})
Data Catalog テーブルからの情報を使用して作成された DataFrame を返します。この関数は、AWS
Glue ストリーミングソースのみで使用してください。
• database – 読み取り元の Data Catalog データベース。
• table_name – 読み取り元の Data Catalog テーブルの名前。
• transformation_ctx - 使用する変換コンテキスト (オプション)。
• additional_options - オプションの名前と値のペアのコレクション。可能なオプションに
は、startingPosition、maxFetchTimeInMs、および startingOffsets など、ストリーミング
ソース用として AWS Glue での ETL の接続タイプとオプション (p. 678) にリストされているものが含
まれます。
例:
df = glueContext.create_data_frame.from_catalog(
database = "MyDB",
table_name = "streaming_table",
transformation_ctx = "df",
additional_options = {"startingPosition": "TRIM_HORIZON", "inferSchema": "true"})

create_data_frame_from_options
create_data_frame_from_options(connection_type, connection_options={},
format=None, format_options={}, transformation_ctx = "")
この API は廃止されました。代わりに、getSource() API を使用してください。指定された接続と形式
で作成された DataFrame を返します。この関数は、AWS Glue ストリーミングソースのみで使用してく
ださい。
• connection_type – ストリーミング接続タイプ。有効な値は、kinesis および kafka です。
• connection_options – 接続オプション。Kinesis と Kafka では異なります。各ストリーミングデータ
ソースのすべての接続オプションの一覧は、AWS Glue での ETL の接続タイプとオプション (p. 678)
で確認いただけます。ストリーミング接続オプションについては、以下の違いに注意してください。
• Kinesis ストリーミングのソースには streamARN、startingPosition、inferSchema、および
classification が必要です。
• Kafka ストリーミングのソースには
connectionName、topicName、startingOffsets、inferSchema、および classification
が必要です。
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• format – 形式の仕様 (オプション)。Amazon S3 や、複数のフォーマットをサポートする AWS Glue 接
続の場合に使用します。サポートされる形式については、「AWS Glue での入出力のデータ形式に関す
るオプション (p. 707)」を参照してください。
• format_options – 指定された形式についてのオプション。サポートされる形式オプションについて
は、「AWS Glue での入出力のデータ形式に関するオプション (p. 707)」を参照してください。
• transformation_ctx - 使用する変換コンテキスト (オプション)。
Amazon Kinesis ストリーミングソースの例:
kinesis_options =
{ "streamARN": "arn:aws:kinesis:us-east-2:777788889999:stream/fromOptionsStream",
"startingPosition": "TRIM_HORIZON",
"inferSchema": "true",
"classification": "json"
}
data_frame_datasource0 =
glueContext.create_data_frame.from_options(connection_type="kinesis",
connection_options=kinesis_options)

Kafka ストリーミングソースの例：
kafka_options =
{ "connectionName": "ConfluentKafka",
"topicName": "kafka-auth-topic",
"startingOffsets": "earliest",
"inferSchema": "true",
"classification": "json"
}
data_frame_datasource0 =
glueContext.create_data_frame.from_options(connection_type="kafka",
connection_options=kafka_options)

forEachBatch
forEachBatch(frame, batch_function, options)
ストリーミングソースから読み取られるすべてのマイクロバッチに渡される、batch_function を適用
します。
• frame – 現在のマイクロバッチを含む DataFrame。
• batch_function – すべてのマイクロバッチに適用される関数。
• options – マイクロバッチの処理方法に関する情報を保持している、キーと値のペアの集合。以下のよ
うな必須オプションがあります。
• windowSize – 各バッチの処理にかかる時間。
• checkpointLocation – ストリーミング ETL ジョブ用に、チェックポイントが格納される場所。
• batchMaxRetries – 失敗した場合にこのバッチを再試行する最大回数。デフォルト値は 3 です。こ
のオプションは、Glue バージョン 2.0 以降でのみ設定可能です。
例:
glueContext.forEachBatch(
frame = data_frame_datasource0,
batch_function = processBatch,
options = {
"windowSize": "100 seconds",
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)

}

"checkpointLocation": "s3://kafka-auth-dataplane/confluent-test/output/checkpoint/"

def processBatch(data_frame, batchId):
if (data_frame.count() > 0):
datasource0 = DynamicFrame.fromDF(
glueContext.add_ingestion_time_columns(data_frame, "hour"),
glueContext, "from_data_frame"
)
additionalOptions_datasink1 = {"enableUpdateCatalog": True}
additionalOptions_datasink1["partitionKeys"] = ["ingest_yr", "ingest_mo",
"ingest_day"]
datasink1 = glueContext.write_dynamic_frame.from_catalog(
frame = datasource0,
database = "tempdb",
table_name = "kafka-auth-table-output",
transformation_ctx = "datasink1",
additional_options = additionalOptions_datasink1
)

Simple Storage Service (Amazon S3) でのデータセットの操作
• purge_table (p. 580)
• purge_s3_path (p. 581)
• transition_table (p. 581)
• transition_s3_path (p. 582)

purge_table
purge_table(catalog_id=None, database="", table_name="", options={},
transformation_ctx="")
指定したカタログのデータベースとテーブルのファイルを Simple Storage Service (Amazon S3) から削除
します。パーティション内のすべてのファイルが削除されると、そのパーティションもカタログから削除
されます。
削除したオブジェクトを回復できるようにするには、Amazon S3 バケットでオブジェクトのバージョニン
グを有効にします。オブジェクトバージョニングが有効になっていないバケットからオブジェクトが削除
された場合、そのオブジェクトは復元できません。バージョニングが有効にされているバケットで削除さ
れたオブジェクトを復元する方法の詳細については、AWS Support ナレッジセンターで「バージョニング
が有効なバケットで削除された Simple Storage Service (Amazon S3) オブジェクトを取得するにはどうす
ればよいですか?」を参照してください。
• catalog_id – 現在アクセスされている Data Catalog のカタログ ID (Data Catalog のアカウント ID)。
デフォルトでは、None に設定されています。None のデフォルト値は、サービス内の呼び出し元アカウ
ントのカタログ ID になります。
• database – 使用するデータベース。
• table_name – 使用するテーブルの名前。
• options – 削除するファイルのフィルタリングと、マニフェストファイルの生成のためオプション。
• retentionPeriod – ファイルを保持する期間を時間単位で指定します。保存期間より新しいファイ
ルは保持されます。デフォルトでは 168 時間（7 日）に設定されています。
• partitionPredicate – この述語を満たすパーティションは削除されます。これらのパーティショ
ンの保存期間内のファイルは削除されません。"" を設定 – デフォルトでは空です。
• excludeStorageClasses – excludeStorageClasses セット内のストレージクラスを持つファイ
ルは削除されません。デフォルトは Set() – 空のセットです。
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• manifestFilePath – マニフェストファイルを生成するためのオプションのパス。正常にパージさ
れたすべてのファイルが Success.csv に記録され、失敗したファイルは Failed.csv に記録され
ます。
• transformation_ctx - 使用する変換コンテキスト (オプション)。マニフェストファイルパスで使用
されます。

Example
glueContext.purge_table("database", "table", {"partitionPredicate": "(month=='march')",
"retentionPeriod": 1, "excludeStorageClasses": ["STANDARD_IA"], "manifestFilePath": "s3://
bucketmanifest/"})

purge_s3_path
purge_s3_path(s3_path, options={}, transformation_ctx="")
指定された Amazon S3 パスからファイルを再帰的に削除します。
削除したオブジェクトを回復できるようにするには、Amazon S3 バケットでオブジェクトのバージョニン
グを有効にします。オブジェクトバージョニングが有効になっていないバケットからオブジェクトが削除
された場合、そのオブジェクトは復元できません。バージョニングされたバケットで削除されたオブジェ
クトを復元する方法の詳細については、AWS Support ナレッジセンターで「バージョニングが有効なバ
ケットで削除された Simple Storage Service (Amazon S3) オブジェクトを取得するにはどうすればよいで
すか?」を参照してください。
• s3_path – 削除するファイルを指す Simple Storage Service (Amazon S3) のパス (s3://<bucket>/
<prefix>/ 形式)
• options – 削除するファイルのフィルタリングと、マニフェストファイルの生成のためオプション。
• retentionPeriod – ファイルを保持する期間を時間単位で指定します。保存期間より新しいファイ
ルは保持されます。デフォルトでは 168 時間（7 日）に設定されています。
• excludeStorageClasses – excludeStorageClasses セット内のストレージクラスを持つファイ
ルは削除されません。デフォルトは Set() – 空のセットです。
• manifestFilePath – マニフェストファイルを生成するためのオプションのパス。正常にパージさ
れたすべてのファイルが Success.csv に記録され、失敗したファイルは Failed.csv に記録され
ます。
• transformation_ctx - 使用する変換コンテキスト (オプション)。マニフェストファイルパスで使用
されます。

Example
glueContext.purge_s3_path("s3://bucket/path/", {"retentionPeriod": 1,
"excludeStorageClasses": ["STANDARD_IA"], "manifestFilePath": "s3://bucketmanifest/"})

transition_table
transition_table(database, table_name, transition_to, options={},
transformation_ctx="", catalog_id=None)
指定されたカタログのデータベースとテーブルのために、Simple Storage Service (Amazon S3) に格納さ
れているファイルの、ストレージクラスを移行します。
任意の 2 つのストレージクラス間で移行できます。GLACIER と DEEP_ARCHIVE のストレージクラスで
は、これらのクラスに移行できます。ただし、GLACIER と DEEP_ARCHIVE のストレージクラスからの移
行には S3 RESTORE を使用します。
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Amazon S3 からファイルまたはパーティションを読み取る AWS Glue ETL ジョブを実行している場合
は、一部の Amazon S3 ストレージクラスタイプを除外できます。詳細については、「Excluding Amazon
S3 Storage Classes」を参照してください。
• database – 使用するデータベース。
• table_name – 使用するテーブルの名前。
• transition_to – 移行する先の Amazon S3 ストレージクラス。
• options – 削除するファイルのフィルタリングと、マニフェストファイルの生成のためオプション。
• retentionPeriod – ファイルを保持する期間を時間単位で指定します。保存期間より新しいファイ
ルは保持されます。デフォルトでは 168 時間（7 日）に設定されています。
• partitionPredicate – この述語を満たすパーティションは移行されます。これらのパーティショ
ンの保存期間内のファイルは移行されません。"" を設定 – デフォルトでは空です。
• excludeStorageClasses – excludeStorageClasses セット内のストレージクラスを持つファイ
ルは移行されません。デフォルトは Set() – 空のセットです。
• manifestFilePath – マニフェストファイルを生成するためのオプションのパス。正常に移行され
たすべてのファイルが Success.csv に記録され、失敗したファイルは Failed.csv に記録されま
す。
• accountId – 移行変換を実行する Amazon Web Services アカウント ID。この変換には必須です。
• roleArn – 移行変換を実行する AWS ロール。この変換には必須です。
• transformation_ctx - 使用する変換コンテキスト (オプション)。マニフェストファイルパスで使用
されます。
• catalog_id – 現在アクセスされている Data Catalog のカタログ ID (Data Catalog のアカウント ID)。
デフォルトでは、None に設定されています。None のデフォルト値は、サービス内の呼び出し元アカウ
ントのカタログ ID になります。

Example
glueContext.transition_table("database", "table", "STANDARD_IA", {"retentionPeriod": 1,
"excludeStorageClasses": ["STANDARD_IA"], "manifestFilePath": "s3://bucketmanifest/",
"accountId": "12345678901", "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:user/example-username"})

transition_s3_path
transition_s3_path(s3_path, transition_to, options={},
transformation_ctx="")
指定された Simple Storage Service (Amazon S3) パス内のファイルのストレージクラスを再帰的に移行し
ます。
任意の 2 つのストレージクラス間で移行できます。GLACIER と DEEP_ARCHIVE のストレージクラスで
は、これらのクラスに移行できます。ただし、GLACIER と DEEP_ARCHIVE のストレージクラスからの移
行には S3 RESTORE を使用します。
Amazon S3 からファイルまたはパーティションを読み取る AWS Glue ETL ジョブを実行している場合
は、一部の Amazon S3 ストレージクラスタイプを除外できます。詳細については、「Excluding Amazon
S3 Storage Classes」を参照してください。
• s3_path – 移行するファイルの Simple Storage Service (Amazon S3) のパス (s3://<bucket>/
<prefix>/ 形式)
• transition_to – 移行する先の Amazon S3 ストレージクラス。
• options – 削除するファイルのフィルタリングと、マニフェストファイルの生成のためオプション。
• retentionPeriod – ファイルを保持する期間を時間単位で指定します。保存期間より新しいファイ
ルは保持されます。デフォルトでは 168 時間（7 日）に設定されています。
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• partitionPredicate – この述語を満たすパーティションは移行されます。これらのパーティショ
ンの保存期間内のファイルは移行されません。"" を設定 – デフォルトでは空です。
• excludeStorageClasses – excludeStorageClasses セット内のストレージクラスを持つファイ
ルは移行されません。デフォルトは Set() – 空のセットです。
• manifestFilePath – マニフェストファイルを生成するためのオプションのパス。正常に移行され
たすべてのファイルが Success.csv に記録され、失敗したファイルは Failed.csv に記録されま
す。
• accountId – 移行変換を実行する Amazon Web Services アカウント ID。この変換には必須です。
• roleArn – 移行変換を実行する AWS ロール。この変換には必須です。
• transformation_ctx - 使用する変換コンテキスト (オプション)。マニフェストファイルパスで使用
されます。

Example
glueContext.transition_s3_path("s3://bucket/prefix/", "STANDARD_IA", {"retentionPeriod":
1, "excludeStorageClasses": ["STANDARD_IA"], "manifestFilePath": "s3://bucketmanifest/",
"accountId": "12345678901", "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:user/example-username"})

抽出
• extract_jdbc_conf (p. 583)

extract_jdbc_conf
extract_jdbc_conf(connection_name, catalog_id = None)
データカタログの AWS Glue 接続オブジェクトから、設定プロパティを使用するキーを持つ dict を返し
ます。
• user - データベースのユーザー名です。
• password - データベースのパスワードです。
• vendor - ベンダーを指定します (mysql、postgresql、oracle、sqlserver など)。
• enforceSSL - 安全な接続が必要かどうかを示すブール文字列です。
• customJDBCCert - 提示された Amazon S3 パスからの特定のクライアント証明書を使用します。
• skipCustomJDBCCertValidation - customJDBCCert が CA によって検証される必要があるかどう
かを示すブール文字列です。
• customJDBCCertString - ドライバーの種類に固有のカスタム証明書に関する追加情報です。
• url - (廃止) プロトコル、サーバー、ポートのみを含む JDBC URL です。
• fullUrl - 接続の作成時に入力された JDBC URL です (AWS Glue バージョン 3.0 以降で使用可能)。
JDBC 設定の取得例:
jdbc_conf = glueContext.extract_jdbc_conf(connection_name="your_glue_connection_name")
print(jdbc_conf)
>>> {'enforceSSL': 'false', 'skipCustomJDBCCertValidation': 'false', 'url': 'jdbc:mysql://
myserver:3306', 'fullUrl': 'jdbc:mysql://myserver:3306/mydb', 'customJDBCCertString': '',
'user': 'admin', 'customJDBCCert': '', 'password': '1234', 'vendor': 'mysql'}

トランザクション
• start_transaction (p. 584)
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• commit_transaction (p. 584)
• cancel_transaction (p. 584)

start_transaction
start_transaction(read_only)
新しいトランザクションの開始。Lake Formation startTransaction API を内部的に呼び出します。
• read_only — (Boolean) このトランザクションを読み取り専用にするか、または読み取りおよび書き込
みを行うかを示します。読み取り専用のトランザクション ID を使用した書き込みは拒否されます。読み
取り専用トランザクションはコミットする必要はありません。
トランザクション ID を返します。

commit_transaction
commit_transaction(transaction_id, wait_for_commit = True)
指定されたトランザクションをコミットしようとします。commit_transaction でトランザクションの
コミットが完了する前に戻ることがあります。Lake Formation startTransaction API を内部的に呼び出しま
す。
• transaction_id — (文字列) コミットするトランザクション。
• wait_for_commit — (ブール値) commit_transaction がすぐに戻るかどうか指定します。デフォ
ルト値は True です。false の場合、commit_transaction はトランザクションがコミットされるまで
ポーリングし待機します。最大で 6 回の再試行でエクスポネンシャルバックオフを使用すると、待機時
間は 1 分に制限されます。
コミットが完了したかどうかを示すブール値を返します。

cancel_transaction
cancel_transaction(transaction_id)
指定されたトランザクションをキャンセルしようとします。戻り値は、トランザクションが以前にコミッ
トされた場合は TransactionCommittedException 例外です。Lake Formation startTransaction API を
内部的に呼び出します。
• transaction_id — (文字列) キャンセルするトランザクション。

書き込み
• getSink (p. 585)
• write_dynamic_frame_from_options (p. 585)
• write_from_options (p. 586)
• write_dynamic_frame_from_catalog (p. 587)
• write_dynamic_frame_from_jdbc_conf (p. 587)
• write_from_jdbc_conf (p. 587)
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getSink
getSink(connection_type, format = None, transformation_ctx = "",
**options)
外部ソースに DynamicFrames を書き込むために使用できる DataSink オブジェクトを取得します。期
待しているシンクを確実に取得するために、SparkSQL format を最初に確認します。
• connection_type – 使用する接続タイプ (Simple Storage Service (Amazon S3)、Amazon
Redshift、JDBC など)。有効な値には、s3、mysql、postgresql、redshift、sqlserver、および
oracle があります。
• format – 使用する SparkSQL 形式 (オプション)。
• transformation_ctx - 使用する変換コンテキスト (オプション)。
• options — 接続オプションの指定に使用される名前と値のペアの集合。指定できる値は以下のとおり
です。
• user と password: 認可用
• url: データストアのエンドポイント
• dbtable: ターゲットテーブルの名前。
• bulkSize: 挿入操作の並列度の度合い
指定できるオプションは、接続タイプによって異なります。追加の値と例については、「AWS Glue での
ETL の接続タイプとオプション (p. 678)」を参照してください。
例:
>>> data_sink = context.getSink("s3")
>>> data_sink.setFormat("json"),
>>> data_sink.writeFrame(myFrame)

write_dynamic_frame_from_options
write_dynamic_frame_from_options(frame, connection_type,
connection_options={}, format=None, format_options={}, transformation_ctx
= "")
指定された接続と形式を使用して DynamicFrame を書き込み、返します。
• frame - 書き込む DynamicFrame。
• connection_type – 接続タイプ (Amazon S3、Amazon Redshift、JDBC など)。有効な値に
は、s3、mysql、postgresql、redshift、sqlserver、および oracle があります。
• connection_options - 接続オプション (パスやデータベーステーブルなど) (オプション)。s3 の
connection_type では、Amazon S3 パスが定義されています。
connection_options = {"path": "s3://aws-glue-target/temp"}

JDBC 接続の場合、いくつかのプロパティを定義する必要があります。データベース名は URL の一部で
ある必要があることに注意してください。オプションで接続オプションに含めることができます。
connection_options = {"url": "jdbc-url/database", "user": "username", "password":
"password","dbtable": "table-name", "redshiftTmpDir": "s3-tempdir-path"}
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dbtable プロパティは JDBC テーブルの名前です。データベース内でスキーマをサポートする JDBC
データストアの場合、schema.table-name を指定します。スキーマを指定しない場合、デフォルトの
「パブリック」スキーマが使用されます。
詳しくは、「AWS Glue での ETL の接続タイプとオプション (p. 678)」を参照してください。
• format – 形式の仕様 (オプション)。Amazon S3 や、複数のフォーマットをサポートする AWS Glue 接
続の場合に使用します。サポートされる形式については、「AWS Glue での入出力のデータ形式に関す
るオプション (p. 707)」を参照してください。
• format_options – 指定された形式についてのオプション。サポートされる形式については、「AWS
Glue での入出力のデータ形式に関するオプション (p. 707)」を参照してください。
• transformation_ctx - 使用する変換コンテキスト (オプション)。

write_from_options
write_from_options(frame_or_dfc, connection_type, connection_options={},
format={}, format_options={}, transformation_ctx = "")
指定された接続および形式情報で作成された DynamicFrame または DynamicFrameCollection を書き
込み、返します。
• frame_or_dfc - 書き込む DynamicFrame または DynamicFrameCollection。
• connection_type – 接続タイプ (Amazon S3、Amazon Redshift、JDBC など)。有効な値に
は、s3、mysql、postgresql、redshift、sqlserver、および oracle があります。
• connection_options - 接続オプション (パスやデータベーステーブルなど) (オプション)。s3 の
connection_type では、Amazon S3 パスが定義されています。
connection_options = {"path": "s3://aws-glue-target/temp"}

JDBC 接続の場合、いくつかのプロパティを定義する必要があります。データベース名は URL の一部で
ある必要があることに注意してください。オプションで接続オプションに含めることができます。
connection_options = {"url": "jdbc-url/database", "user": "username", "password":
"password","dbtable": "table-name", "redshiftTmpDir": "s3-tempdir-path"}

dbtable プロパティは JDBC テーブルの名前です。データベース内でスキーマをサポートする JDBC
データストアの場合、schema.table-name を指定します。スキーマを指定しない場合、デフォルトの
「パブリック」スキーマが使用されます。
詳しくは、「AWS Glue での ETL の接続タイプとオプション (p. 678)」を参照してください。
• format – 形式の仕様 (オプション)。Amazon S3 や、複数のフォーマットをサポートする AWS Glue 接
続の場合に使用します。サポートされる形式については、「AWS Glue での入出力のデータ形式に関す
るオプション (p. 707)」を参照してください。
• format_options – 指定された形式についてのオプション。サポートされる形式については、「AWS
Glue での入出力のデータ形式に関するオプション (p. 707)」を参照してください。
• transformation_ctx - 使用する変換コンテキスト (オプション)。
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write_dynamic_frame_from_catalog
write_dynamic_frame_from_catalog(frame, database, table_name,
redshift_tmp_dir, transformation_ctx = "", additional_options = {},
catalog_id = None)
Data Catalog データベースとテーブルからの情報を使用して、記述した DynamicFrame を返します。
• frame - 書き込む DynamicFrame。
• Database – テーブルを含む Data Catalog データベース。
• table_name – ターゲットに関連付けられた Data Catalog テーブルの名前。
• redshift_tmp_dir - 使用する Amazon Redshift の一時ディレクトリ (オプション)。
• transformation_ctx - 使用する変換コンテキスト (オプション)。
• additional_options - オプションの名前と値のペアのコレクション。
• catalog_id – 現在アクセスされている Data Catalog のカタログ ID (アカウント ID)。None の場合は、
呼び出し元のアカウント ID のデフォルトが使用されます。

write_dynamic_frame_from_jdbc_conf
write_dynamic_frame_from_jdbc_conf(frame, catalog_connection,
connection_options={}, redshift_tmp_dir = "", transformation_ctx = "",
catalog_id = None)
指定された JDBC 接続情報を使用して DynamicFrame を書き込み、返します。
• frame - 書き込む DynamicFrame。
• catalog_connection - 使用するカタログ接続。
• connection_options - 接続オプション (パスやデータベーステーブルなど) (オプション)。詳しくは、
「AWS Glue での ETL の接続タイプとオプション (p. 678)」を参照してください。
• redshift_tmp_dir - 使用する Amazon Redshift の一時ディレクトリ (オプション)。
• transformation_ctx - 使用する変換コンテキスト (オプション)。
• catalog_id – 現在アクセスされている Data Catalog のカタログ ID (アカウント ID)。None の場合は、
呼び出し元のアカウント ID のデフォルトが使用されます。

write_from_jdbc_conf
write_from_jdbc_conf(frame_or_dfc, catalog_connection,
connection_options={}, redshift_tmp_dir = "", transformation_ctx = "",
catalog_id = None)
指定された JDBC 接続情報を使用して DynamicFrame または DynamicFrameCollection を書き込
み、返します。
• frame_or_dfc - 書き込む DynamicFrame または DynamicFrameCollection。
• catalog_connection - 使用するカタログ接続。
• connection_options - 接続オプション (パスやデータベーステーブルなど) (オプション)。詳しくは、
「AWS Glue での ETL の接続タイプとオプション (p. 678)」を参照してください。
• redshift_tmp_dir - 使用する Amazon Redshift の一時ディレクトリ (オプション)。
• transformation_ctx - 使用する変換コンテキスト (オプション)。
• catalog_id – 現在アクセスされている Data Catalog のカタログ ID (アカウント ID)。None の場合は、
呼び出し元のアカウント ID のデフォルトが使用されます。
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AWS Glue PySpark 変換リファレンス
AWS Glue には、PySpark ETL オペレーションに使用できる、次の組み込み変換が用意されています。
データは、変換から変換へと DynamicFrame というデータ構造で渡されます。これは、Apache Spark
SQL DataFrame を拡張したものです。DynamicFrame にはデータが含まれており、データを処理するた
めにそのスキーマを参照します。
これらの変換のほとんどは、DynamicFrame クラスのメソッドとしても存在します。詳細については、
「DynamicFrame transforms (p. 531)」(DynamicFrame 変換) を参照してください。
• GlueTransform 基本クラス (p. 588)
• ApplyMapping クラス (p. 590)
• DropFields クラス (p. 591)
• DropNullFields クラス (p. 593)
• ErrorsAsDynamicFrame クラス (p. 596)
• FillMissingValues クラス (p. 597)
• フィルタクラス (p. 598)
• FindIncrementalMatches クラス (p. 599)
• FindMatches クラス (p. 600)
• FlatMap クラス (p. 601)
• Join クラス (p. 602)
• マップクラス (p. 603)
• MapToCollection クラス (p. 605)
• mergeDynamicFrame (p. 541)
• クラスの関連付け (p. 606)
• RenameField クラス (p. 607)
• ResolveChoice クラス (p. 608)
• SelectFields クラス (p. 610)
• SelectFromCollection クラス (p. 611)
• スピゴットクラス (p. 614)
• SplitFields クラス (p. 615)
• SplitRows クラス (p. 616)
• Unbox クラス (p. 618)
• UnnestFrame クラス (p. 619)

GlueTransform 基本クラス
すべての awsglue.transforms クラスが継承する基本クラス。
クラスはすべて __call__ メソッドを定義します。次のセクションにリストされている GlueTransform
クラスのメソッドを上書きするか、デフォルトでクラス名を使用して呼び出されます。

方法
• apply(cls, *args, **kwargs) (p. 589)
• name(cls) (p. 589)
• describeArgs(cls) (p. 589)
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• describeReturn(cls) (p. 589)
• describeTransform(cls) (p. 589)
• describeErrors(cls) (p. 590)
• describe(cls) (p. 590)

apply(cls, *args, **kwargs)
変換クラスを呼び出して変換を適用し、結果を返します。
• cls - self クラスオブジェクト。

name(cls)
派生変換クラスの名前を返します。
• cls - self クラスオブジェクト。

describeArgs(cls)
• cls - self クラスオブジェクト。
名前付き引数にそれぞれ対応する辞書のリストを次の形式で返します。
[

{

"name": "(name of argument)",
"type": "(type of argument)",
"description": "(description of argument)",
"optional": "(Boolean, True if the argument is optional)",
"defaultValue": "(Default value string, or None)(String; the default value, or None)"

},
...
]

実装されていない派生変換で呼び出されたときに NotImplementedError 例外が発生します。

describeReturn(cls)
• cls - self クラスオブジェクト。
戻り型に関する情報を含む辞書を次の形式で返します。
{
}

"type": "(return type)",
"description": "(description of output)"

実装されていない派生変換で呼び出されたときに NotImplementedError 例外が発生します。

describeTransform(cls)
変換について説明する文字列を返します。
• cls - self クラスオブジェクト。
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実装されていない派生変換で呼び出されたときに NotImplementedError 例外が発生します。

describeErrors(cls)
• cls - self クラスオブジェクト。
この変換によってスローされる可能性のある例外をそれぞれ説明する辞書のリストを、次の形式で返しま
す。
[

{

"type": "(type of error)",
"description": "(description of error)"

},
...
]

describe(cls)
• cls - self クラスオブジェクト。
次の形式のオブジェクトを返します。
{

}

"transform" : {
"name" : cls.name( ),
"args" : cls.describeArgs( ),
"returns" : cls.describeReturn( ),
"raises" : cls.describeErrors( ),
"location" : "internal"
}

ApplyMapping クラス
DynamicFrame でマッピングを適用します。

例
DynamicFrame.apply_mapping() (p. 532) メソッドを使用して、DynamicFrame でマッピングを適
用することをお勧めします。コード例については、「例: apply_mapping を使用してフィールドの名前を変
更し、フィールドタイプを変更する (p. 532)」を参照してください。

方法
• __call__ (p. 591)
• apply (p. 591)
• name (p. 591)
• describeArgs (p. 591)
• describeReturn (p. 591)
• describeTransform (p. 591)
• describeErrors (p. 591)
• 説明 (p. 591)
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__call__(frame, mappings, transformation_ctx = "", info = "", stageThreshold = 0,
totalThreshold = 0)
指定された DynamicFrame に宣言型のマッピングを適用します。
• frame – マッピングを適用するための DynamicFrame (必須)。
• mappings — マッピングタプルのリスト (必須)。それぞれが (ソース列、ソースタイプ、ターゲット
列、ターゲットタイプ) で構成されます。
ソース列で、名前にドット「.」が含まれている場合、バックティック「``」で囲む必要があります。
例えば、this.old.name (文字列) を thisNewName にマッピングするには、次のタプルを使用しま
す。
("`this.old.name`", "string", "thisNewName", "string")

• transformation_ctx - 状態情報を識別するために使用される一意の文字列 (オプション)。
• info - 変換のエラーに関連付けられた文字列 (オプション)。
• stageThreshold – エラーを出力する前に、変換で発生する可能性のあるエラーの最大数 (オプショ
ン)。デフォルト値は 0 です。
• totalThreshold – エラーの出力を処理する前に、全体で発生する可能性のあるエラーの最大数 (オプ
ション)。デフォルト値は 0 です。
「マッピング」タプルで指定された DynamicFrame のフィールドのみを返します。

apply(cls, *args, **kwargs)
継承元は GlueTransform 適用 (p. 589)。

name(cls)
継承元は GlueTransform 名前 (p. 589)。

describeArgs(cls)
継承元は GlueTransform describeArgs (p. 589)。

describeReturn(cls)
継承元は GlueTransform describeReturn (p. 589)。

describeTransform(cls)
継承元は GlueTransform describeTransform (p. 589)。

describeErrors(cls)
継承元は GlueTransform describeErrors (p. 590)。

describe(cls)
継承元は GlueTransform 説明 (p. 590)。

DropFields クラス
DynamicFrame 内のフィールドを削除します。

591

AWS Glue デベロッパーガイド
PySpark 変換

例
DynamicFrame.drop_fields() (p. 533) メソッドを使用して、DynamicFrame からフィールドを
削除することをお勧めします。コード例については、「例: drop_fields を使用して DynamicFrame から
フィールドを削除する (p. 534)」を参照してください。

方法
• __call__ (p. 592)
• apply (p. 592)
• name (p. 592)
• describeArgs (p. 592)
• describeReturn (p. 592)
• describeTransform (p. 592)
• describeErrors (p. 593)
• 説明 (p. 593)

__call__(frame, paths, transformation_ctx = "", info = "", stageThreshold = 0,
totalThreshold = 0)
DynamicFrame 内のノードを削除します。
• frame – ノードを削除する DynamicFrame (必須)。
• paths – 削除するノードへの完全パスのリスト (必須)。
• transformation_ctx - 状態情報を識別するために使用される一意の文字列 (オプション)。
• info - 変換のエラーに関連付けられた文字列 (オプション)。
• stageThreshold – エラーを出力する前に、変換で発生する可能性のあるエラーの最大数 (オプショ
ン)。デフォルト値は 0 です。
• totalThreshold – エラーの出力を処理する前に、全体で発生する可能性のあるエラーの最大数 (オプ
ション)。デフォルト値は 0 です。
指定したフィールドを除く新しい DynamicFrame を返します。

apply(cls, *args, **kwargs)
継承元は GlueTransform 適用 (p. 589)。

name(cls)
継承元は GlueTransform 名前 (p. 589)。

describeArgs(cls)
継承元は GlueTransform describeArgs (p. 589)。

describeReturn(cls)
継承元は GlueTransform describeReturn (p. 589)。

describeTransform(cls)
継承元は GlueTransform describeTransform (p. 589)。
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describeErrors(cls)
継承元は GlueTransform describeErrors (p. 590)。

describe(cls)
継承元は GlueTransform 説明 (p. 590)。

DropNullFields クラス
DynamicFrame でタイプが NullType のすべての null フィールドを削除します。これら
は、DynamicFrame データセット内のすべてのレコードに、値がないか null 値があるフィールドです。

例
この例では、DropNullFields を使用して、タイプ NullType のフィールドが削除された新しい
DynamicFrame を作成します。DropNullFields を示すため、null 型の empty_column という名前の
新しい列を、ロード済みの persons データセットに追加します。

Note
この例で使用されているデータセットにアクセスするには、「コード例: データの結合と関
係付け (p. 511)」を参照し、「ステップ 1: Amazon S3 バケット内のデータをクロールす
る (p. 512)」の手順に従います。
# Example: Use DropNullFields to create a new DynamicFrame without NullType fields
from
from
from
from
from
from

pyspark.context import SparkContext
awsglue.context import GlueContext
pyspark.sql.functions import lit
pyspark.sql.types import NullType
awsglue.dynamicframe import DynamicFrame
awsglue.transforms import DropNullFields

# Create GlueContext
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)
# Create DynamicFrame
persons = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
database="legislators", table_name="persons_json"
)
print("Schema for the persons DynamicFrame:")
persons.printSchema()
# Add new column "empty_column" with NullType
persons_with_nulls = persons.toDF().withColumn("empty_column", lit(None).cast(NullType()))
persons_with_nulls_dyf = DynamicFrame.fromDF(persons_with_nulls, glueContext,
"persons_with_nulls")
print("Schema for the persons_with_nulls_dyf DynamicFrame:")
persons_with_nulls_dyf.printSchema()
# Remove the NullType field
persons_no_nulls = DropNullFields.apply(persons_with_nulls_dyf)
print("Schema for the persons_no_nulls DynamicFrame:")
persons_no_nulls.printSchema()

出力
Schema for the persons DynamicFrame:
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root
|-- family_name: string
|-- name: string
|-- links: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- note: string
|
|
|-- url: string
|-- gender: string
|-- image: string
|-- identifiers: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- scheme: string
|
|
|-- identifier: string
|-- other_names: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- lang: string
|
|
|-- note: string
|
|
|-- name: string
|-- sort_name: string
|-- images: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- url: string
|-- given_name: string
|-- birth_date: string
|-- id: string
|-- contact_details: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- type: string
|
|
|-- value: string
|-- death_date: string
Schema for the persons_with_nulls_dyf DynamicFrame:
root
|-- family_name: string
|-- name: string
|-- links: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- note: string
|
|
|-- url: string
|-- gender: string
|-- image: string
|-- identifiers: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- scheme: string
|
|
|-- identifier: string
|-- other_names: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- lang: string
|
|
|-- note: string
|
|
|-- name: string
|-- sort_name: string
|-- images: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- url: string
|-- given_name: string
|-- birth_date: string
|-- id: string
|-- contact_details: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- type: string
|
|
|-- value: string
|-- death_date: string
|-- empty_column: null
null_fields ['empty_column']
Schema for the persons_no_nulls DynamicFrame:
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root
|-- family_name: string
|-- name: string
|-- links: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- note: string
|
|
|-- url: string
|-- gender: string
|-- image: string
|-- identifiers: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- scheme: string
|
|
|-- identifier: string
|-- other_names: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- lang: string
|
|
|-- note: string
|
|
|-- name: string
|-- sort_name: string
|-- images: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- url: string
|-- given_name: string
|-- birth_date: string
|-- id: string
|-- contact_details: array
|
|-- element: struct
|
|
|-- type: string
|
|
|-- value: string
|-- death_date: string

方法
• __call__ (p. 595)
• apply (p. 596)
• name (p. 596)
• describeArgs (p. 596)
• describeReturn (p. 596)
• describeTransform (p. 596)
• describeErrors (p. 596)
• 説明 (p. 596)

__call__(frame, transformation_ctx = "", info = "", stageThreshold = 0,
totalThreshold = 0)
DynamicFrame でタイプが NullType のすべての null フィールドを削除します。これら
は、DynamicFrame データセット内のすべてのレコードに、値がないか null 値があるフィールドです。
• frame – null フィールドを削除する DynamicFrame (必須)。
• transformation_ctx - 状態情報を識別するために使用される一意の文字列 (オプション)。
• info - 変換のエラーに関連付けられた文字列 (オプション)。
• stageThreshold – エラーを出力する前に、変換で発生する可能性のあるエラーの最大数 (オプショ
ン)。デフォルト値は 0 です。
• totalThreshold – エラーの出力を処理する前に、全体で発生する可能性のあるエラーの最大数 (オプ
ション)。デフォルト値は 0 です。
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null フィールドのない新しい DynamicFrame を返します。

apply(cls, *args, **kwargs)
• cls – cls

name(cls)
• cls – cls

describeArgs(cls)
• cls – cls

describeReturn(cls)
• cls – cls

describeTransform(cls)
• cls – cls

describeErrors(cls)
• cls – cls

describe(cls)
• cls – cls

ErrorsAsDynamicFrame クラス
ソース DynamicFrame の作成中に発生したエラーのネストされたレコードを含む DynamicFrame を返し
ます。

例
DynamicFrame.errorsAsDynamicFrame() (p. 565) メソッドを使用して、エラーレコードを取得お
よび表示することをお勧めします。コード例については、「例: errorsAsDynamicFrame を使用してエラー
レコードを表示する (p. 565)」を参照してください。

方法
• __call__ (p. 597)
• apply (p. 597)
• name (p. 597)
• describeArgs (p. 597)
• describeReturn (p. 597)
• describeTransform (p. 597)
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• describeErrors (p. 597)
• 説明 (p. 597)

__call__(frame)
ソース DynamicFrame に関連する、ネストされたエラーレコードを含む DynamicFrame を返します。
• frame – ソース DynamicFrame (必須)。

apply(cls, *args, **kwargs)
• cls – cls

name(cls)
• cls – cls

describeArgs(cls)
• cls – cls

describeReturn(cls)
• cls – cls

describeTransform(cls)
• cls – cls

describeErrors(cls)
• cls – cls

describe(cls)
• cls – cls

FillMissingValues クラス
FillMissingValues クラスでは、指定された DynamicFrame の中で Null 値や空の文字列を特定し、欠
落した値を推定するために、線形回帰やランダムフォレストなどの機械学習手法を使用します。ETL ジョ
ブは、入力データセットの値を使用して機械学習モデルをトレーニングします。その後、欠落した値が予
測されます。

Tip
増分データセットを使用する場合、各増分セットが機械学習モデルのトレーニングデータとして
使用されます。したがって、結果から正確性が損なわれることがあります。
インポートの対象:
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from awsglueml.transforms import FillMissingValues

方法
• 適用 (p. 598)

apply(frame, missing_values_column, output_column ="", transformation_ctx ="",
info ="", stageThreshold = 0, totalThreshold = 0)
指定された列の動的フレームの欠落値を埋め、推定値を含む新しい列を持つ新しいフレームを返します。
欠落した値がない行の場合、指定した列の値が新しい列に複製されます。
• frame – 欠落値を埋める DynamicFrame 。必須。
• missing_values_column – 欠落値を含む列 (null 値や空の文字列)。必須。
• output_column – 値が欠落しているすべての行に推定値が埋められた新しい列の名前。デフォルト
は、末尾に "_filled" が付いた missing_values_column の名前です。
• transformation_ctx - 状態情報を識別するために使用される一意の文字列 (オプション)。
• info - 変換のエラーに関連付けられた文字列 (オプション)。
• stageThreshold - エラーが発生する前に変換で発生する可能性のあるエラーの最大数 (オプション、
デフォルト値は 0)。
• totalThreshold - 処理がエラーを出す前に全体的に発生する可能性のあるエラーの最大数 (オプショ
ン、デフォルト値は 0)。
欠落値を持つ行の推定値と、他の行の現在値を含む、追加的な列を持つ新しい DynamicFrame を返しま
す。

フィルタクラス
指定された述語関数を満たす、入力 DynamicFrame からのレコードが含まれた新しい DynamicFrame を
構築します。

例
DynamicFrame.filter() (p. 535) メソッドを使用して、DynamicFrame のレコードをフィルタリン
グすることをお勧めします。コード例については、「例: フィルターを使用して、フィールドのフィルタリ
ングされた選択内容を取得する (p. 535)」を参照してください。

方法
• __call__ (p. 599)
• apply (p. 599)
• name (p. 599)
• describeArgs (p. 599)
• describeReturn (p. 599)
• describeTransform (p. 599)
• describeErrors (p. 599)
• 説明 (p. 599)
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__call__(frame, f, transformation_ctx="", info="", stageThreshold=0,
totalThreshold=0))
指定された述語関数を満たす入力 DynamicFrame からのレコードを選択することにより構築された新し
い DynamicFrame を返します。
• frame – 指定されたフィルタ関数を適用する先のソース DynamicFrame (必須)。
• f – DynamicFrame のそれぞれの DynamicRecord に適用する述語関数。この関数は、引数として
DynamicRecord を取り、DynamicRecord がフィルタリングの要件を満たす場合は True を返し、そ
うでない場合は False を返す必要があります (必須)。
DynamicRecord は DynamicFrame 内の論理レコードを表します。これは、自己記述型であり、固定
スキーマに準拠しないデータに使用できる点を除いて、Spark DataFrame の行に似ています。
• transformation_ctx - 状態情報を識別するために使用される一意の文字列 (オプション)。
• info - 変換のエラーに関連付けられた文字列 (オプション)。
• stageThreshold – エラーを出力する前に、変換で発生する可能性のあるエラーの最大数 (オプショ
ン)。デフォルト値は 0 です。
• totalThreshold – エラーの出力を処理する前に、全体で発生する可能性のあるエラーの最大数 (オプ
ション)。デフォルト値は 0 です。

apply(cls, *args, **kwargs)
継承元は GlueTransform 適用 (p. 589)。

name(cls)
継承元は GlueTransform 名前 (p. 589)。

describeArgs(cls)
継承元は GlueTransform describeArgs (p. 589)。

describeReturn(cls)
継承元は GlueTransform describeReturn (p. 589)。

describeTransform(cls)
継承元は GlueTransform describeTransform (p. 589)。

describeErrors(cls)
継承元は GlueTransform describeErrors (p. 590)。

describe(cls)
継承元は GlueTransform 説明 (p. 590)。

FindIncrementalMatches クラス
既存と増分の DynamicFrame 内で一致するレコードを識別します。さらに、一致するレコードの各グ
ループに割り当てられる一意の識別子を使用して新しい DynamicFrame を作成します。
インポートの対象:
from awsglueml.transforms import FindIncrementalMatches
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方法
• 適用 (p. 600)

apply(existingFrame, incrementalFrame, transformId, transformation_ctx = "",
info = "", stageThreshold = 0, totalThreshold = 0, enforcedMatches = None,
computeMatchConfidenceScores = 0)
入力の DynamicFrame 内で一致するレコードを特定し、そのレコードの各グループに割り当てられてい
る一意の識別子を含む新しい DynamicFrame を作成します。
• existingFrame – FindIncrementalMatches 変換を適用する、既存の、および事前一致済みの
DynamicFrame 。必須。
• incrementalFrame – existingFrame に一致させるために FindIncrementalMatches 変換を適用する
増分 DynamicFrame。必須。
• transformId – DynamicFrames 内のレコードに適用するために FindIncrementalMatches 変換に関連
付けられた一意の ID。必須。
• transformation_ctx – 統計/ステータス情報を識別するために使用される一意の文字列。オプショ
ン。
• info – 変換のエラーに関連付けられる文字列。オプション。
• stageThreshold – エラーで終了する前に、変換で許容されるエラーの最大発生数。オプション。デ
フォルト値は 0 です。
• totalThreshold – エラーで終了する前に、処理で全体的に許容されるエラーの最大発生数。オプショ
ン。デフォルト値は 0 です。
• enforcedMatches – 一致を強制するために使用される DynamicFrame。オプション。デフォルトは
[なし] です。
• computeMatchConfidenceScores — 一致するレコードの各グループの信頼スコアをコンピューティ
ングするかどうかを示すブール値。オプション。デフォルトは false です。
一致するレコードの各グループに割り当てられている一意の識別子を含む、新しい DynamicFrame を返
します。

FindMatches クラス
入力の DynamicFrame 内で一致するレコードを特定し、そのレコードの各グループに割り当てられてい
る一意の識別子を含む新しい DynamicFrame を作成します。
インポートの対象:
from awsglueml.transforms import FindMatches

方法
• 適用 (p. 600)

apply(frame, transformId, transformation_ctx = "", info = "", stageThreshold = 0,
totalThreshold = 0, enforcedMatches = None, computeMatchConfidenceScores =
0)
入力の DynamicFrame 内で一致するレコードを特定し、そのレコードの各グループに割り当てられてい
る一意の識別子を含む新しい DynamicFrame を作成します。
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• frame – FindMatches 変換を適用する DynamicFrame。必須。
• transformId – DynamicFrame 内のレコードに適用するために FindMatches 変換に関連付けられた一
意の ID 。必須。
• transformation_ctx – 統計/ステータス情報を識別するために使用される一意の文字列。オプショ
ン。
• info – 変換のエラーに関連付けられる文字列。オプション。
• stageThreshold – エラーで終了する前に、変換で許容されるエラーの最大発生数。オプション。デ
フォルト値は 0 です。
• totalThreshold – エラーで終了する前に、処理で全体的に許容されるエラーの最大発生数。オプショ
ン。デフォルト値は 0 です。
• enforcedMatches – 一致を強制するために使用される DynamicFrame。オプション。デフォルトは
[なし] です。
• computeMatchConfidenceScores — 一致するレコードの各グループの信頼スコアをコンピューティ
ングするかどうかを示すブール値。オプション。デフォルトは false です。
一致するレコードの各グループに割り当てられている一意の識別子を含む、新しい DynamicFrame を返
します。

FlatMap クラス
変換をコレクション内の各 DynamicFrame に適用し、結果をフラット化します。

方法
• __call__ (p. 601)
• 適用 (p. 601)
• 名前 (p. 602)
• describeArgs (p. 602)
• describeReturn (p. 602)
• describeTransform (p. 602)
• describeErrors (p. 602)
• 説明 (p. 602)

__call__(dfc, BaseTransform, frame_name, transformation_ctx = "",
**base_kwargs)
変換をコレクション内の各 DynamicFrame に適用し、結果をフラット化します。
• dfc – フラットマップする DynamicFrameCollection (必須)。
• BaseTransform – コレクションの各メンバーに適用する GlueTransform から派生した変換 (必須)。
• frame_name – コレクションの要素を渡す引数名 (必須)。
• transformation_ctx - 状態情報を識別するために使用される一意の文字列 (オプション)。
• base_kwargs – ベース変換に渡す引数 (必須)。
ソース DynamicFrameCollection の各 DynamicFrame に変換を適用して作成された新しい
DynamicFrameCollection を返します。

apply(cls, *args, **kwargs)
継承元は GlueTransform 適用 (p. 589)。
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name(cls)
継承元は GlueTransform 名前 (p. 589)。

describeArgs(cls)
継承元は GlueTransform describeArgs (p. 589)。

describeReturn(cls)
継承元は GlueTransform describeReturn (p. 589)。

describeTransform(cls)
継承元は GlueTransform describeTransform (p. 589)。

describeErrors(cls)
継承元は GlueTransform describeErrors (p. 590)。

describe(cls)
継承元は GlueTransform 説明 (p. 590)。

Join クラス
2 つの DynamicFrames の等値結合を実行します。

例
DynamicFrames を結合するには、DynamicFrame.join() (p. 536) を使用することをお勧めします。
コード例については、「例: 結合を使用して DynamicFrames を結合する (p. 536)」を参照してくださ
い。

方法
• __call__ (p. 602)
• apply (p. 603)
• name (p. 603)
• describeArgs (p. 603)
• describeReturn (p. 603)
• describeTransform (p. 603)
• describeErrors (p. 603)
• 説明 (p. 603)

__call__(frame1, frame2, keys1, keys2, transformation_ctx = "")
2 つの DynamicFrames の等値結合を実行します。
• frame1 - 結合する最初の DynamicFrame (必須)。
• frame2 - 結合する 2 番目の DynamicFrame (必須)。
• keys1 - 最初のフレームで結合するキー (必須)。
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• keys2 - 2 番目のフレームで結合するキー (必須)。
• transformation_ctx - 状態情報を識別するために使用される一意の文字列 (オプション)。
2 つの DynamicFrames を結合することで作成された新しい DynamicFrame を返します。

apply(cls, *args, **kwargs)
継承元は GlueTransform 適用 (p. 589)。

name(cls)
継承元は GlueTransform 名前 (p. 589)。

describeArgs(cls)
継承元は GlueTransform describeArgs (p. 589)。

describeReturn(cls)
継承元は GlueTransform describeReturn (p. 589)。

describeTransform(cls)
継承元は GlueTransform describeTransform (p. 589)。

describeErrors(cls)
継承元は GlueTransform describeErrors (p. 590)。

describe(cls)
継承元は GlueTransform 説明 (p. 590)。

マップクラス
入力 DynamicFrame ですべてのレコードに関数を適用して、新しい DynamicFrame をビルドします。

例
DynamicFrame.map() (p. 539) メソッドを使用して、DynamicFrame のすべてのレコードに関数を適
用することをお勧めします。コード例については、「例: マッピングを使用して、DynamicFrame のすべ
てのレコードに関数を適用する (p. 539)」を参照してください。

方法
• __call__ (p. 604)
• apply (p. 604)
• name (p. 604)
• describeArgs (p. 604)
• describeReturn (p. 604)
• describeTransform (p. 604)
• describeErrors (p. 604)
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• 説明 (p. 604)

__call__(frame, f, transformation_ctx="", info="", stageThreshold=0,
totalThreshold=0)
指定された関数を元の DynamicFrame で、すべての DynamicRecords に適用した結果の新しい
DynamicFrame を返します。
• frame - マッピング関数を適用するための元の DynamicFrame (必須)。
• f – DynamicRecords 内のすべての DynamicFrame に適用する関数。この関数は、引数として
DynamicRecord を取り、マッピングによって生成された新しい DynamicRecord を返す必要がありま
す (必須)。
DynamicRecord は DynamicFrame 内の論理レコードを表します。これは、自己記述型であり、固定
スキーマに準拠しないデータに使用できる点を除いて、Apache Spark DataFrame の行に似ています。
• transformation_ctx - 状態情報を識別するために使用される一意の文字列 (オプション)。
• info - 変換のエラーに関連付けられた文字列 (オプション)。
• stageThreshold – エラーを出力する前に、変換で発生する可能性のあるエラーの最大数 (オプショ
ン)。デフォルト値は 0 です。
• totalThreshold – エラーの出力を処理する前に、全体で発生する可能性のあるエラーの最大数 (オプ
ション)。デフォルト値は 0 です。
指定された関数を元の DynamicFrame で、すべての DynamicRecords に適用した結果の新しい
DynamicFrame を返します。

apply(cls, *args, **kwargs)
継承元は GlueTransform 適用 (p. 589)。

name(cls)
継承元は GlueTransform 名前 (p. 589)。

describeArgs(cls)
継承元は GlueTransform describeArgs (p. 589)。

describeReturn(cls)
継承元は GlueTransform describeReturn (p. 589)。

describeTransform(cls)
継承元は GlueTransform describeTransform (p. 589)。

describeErrors(cls)
継承元は GlueTransform describeErrors (p. 590)。

describe(cls)
継承元は GlueTransform 説明 (p. 590)。
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MapToCollection クラス
指定された DynamicFrameCollection の各 DynamicFrame に変換が適用されます。

方法
• __call__ (p. 605)
• 適用 (p. 605)
• 名前 (p. 605)
• describeArgs (p. 605)
• describeReturn (p. 605)
• describeTransform (p. 605)
• describeErrors (p. 605)
• 説明 (p. 605)

__call__(dfc, BaseTransform, frame_name, transformation_ctx = "",
**base_kwargs)
指定された DynamicFrameCollection の各 DynamicFrame に変換関数が適用されます。
• dfc - 変換関数を適用する DynamicFrameCollection (必須)。
• callable - コレクションの各メンバーに適用するコール可能な変換関数 (必須)。
• transformation_ctx - 状態情報を識別するために使用される一意の文字列 (オプション)。
ソース DynamicFrameCollection の各 DynamicFrame に変換を適用して作成された新しい
DynamicFrameCollection を返します。

apply(cls, *args, **kwargs)
GlueTransform 適用 (p. 589) から継承されました。

name(cls)
継承元は GlueTransform 名前 (p. 589)。

describeArgs(cls)
継承元は GlueTransform describeArgs (p. 589)。

describeReturn(cls)
継承元は GlueTransform describeReturn (p. 589)。

describeTransform(cls)
継承元は GlueTransform describeTransform (p. 589)。

describeErrors(cls)
継承元は GlueTransform describeErrors (p. 590)。

describe(cls)
継承元は GlueTransform 説明 (p. 590)。
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クラスの関連付け
DynamicFrame のネストされたスキーマをフラット化し、フラット化されたフレームから配列の列をピ
ボットアウトします。

例
DynamicFrame.relationalize() (p. 543) メソッドを使用して、DynamicFrame を関係付けするこ
とをお勧めします。コード例については、「例: relationalize を使用して、DynamicFrame のネストされ
たスキーマをフラット化する (p. 544)」を参照してください。

方法
• __call__ (p. 606)
• apply (p. 606)
• name (p. 606)
• describeArgs (p. 606)
• describeReturn (p. 607)
• describeTransform (p. 607)
• describeErrors (p. 607)
• 説明 (p. 607)

__call__(frame, staging_path=None, name='roottable', options=None,
transformation_ctx = "", info = "", stageThreshold = 0, totalThreshold = 0)
DynamicFrame を関係付け、ネストされた列をネスト解除し、配列の列をピボットすることによってフ
レームのリストを生成します。unnest のフェーズで生成された結合キーを使用して、ピボットされた配列
の列をルートテーブルに結合できます。
• frame – 関連付ける DynamicFrame (必須)。
• staging_path – このメソッドを使用して、ピボットされたテーブルのパーティションを CSV 形式で
保存する先を示すパス (オプション)。ピボットされたテーブルはこのパスから読み取ります。
• name – ルートテーブルの名前 (オプション)。
• options - オプションのパラメータのディクショナリ。現在使用されていません。
• transformation_ctx - 状態情報を識別するために使用される一意の文字列 (オプション)。
• info - 変換のエラーに関連付けられた文字列 (オプション)。
• stageThreshold – エラーを出力する前に、変換で発生する可能性のあるエラーの最大数 (オプショ
ン)。デフォルト値は 0 です。
• totalThreshold – エラーの出力を処理する前に、全体で発生する可能性のあるエラーの最大数 (オプ
ション)。デフォルト値は 0 です。

apply(cls, *args, **kwargs)
継承元は GlueTransform 適用 (p. 589)。

name(cls)
継承元は GlueTransform 名前 (p. 589)。

describeArgs(cls)
継承元は GlueTransform describeArgs (p. 589)。
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describeReturn(cls)
継承元は GlueTransform describeReturn (p. 589)。

describeTransform(cls)
継承元は GlueTransform describeTransform (p. 589)。

describeErrors(cls)
継承元は GlueTransform describeErrors (p. 590)。

describe(cls)
継承元は GlueTransform 説明 (p. 590)。

RenameField クラス
DynamicFrame 内のノードの名前を変更します。

例
DynamicFrame.rename_field() (p. 545) メソッドを使用して、DynamicFrame のフィールドの名前
を変更することをお勧めします。コード例については、「例: rename_field を使用して、DynamicFrame
のフィールドの名前を変更する (p. 546)」を参照してください。

方法
• __call__ (p. 607)
• apply (p. 608)
• name (p. 608)
• describeArgs (p. 608)
• describeReturn (p. 608)
• describeTransform (p. 608)
• describeErrors (p. 608)
• 説明 (p. 608)

__call__(frame, old_name, new_name, transformation_ctx = "", info = "",
stageThreshold = 0, totalThreshold = 0)
DynamicFrame 内のノードの名前を変更します。
• frame - ノードの名前を変更する DynamicFrame (必須)。
• old_name – 名前を変更するノードへのフルパス (必須)。
古い名前にドットが含まれている場合、RenameField はバックティック (``) で囲まなければ機能しま
せん。たとえば、this.old.name を thisNewName に置き換えるには、RenameField を次のように呼
び出します。
newDyF = RenameField(oldDyF, "`this.old.name`", "thisNewName")

• new_name – フルパスを含む新しい名前 (必須)。
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• transformation_ctx - 状態情報を識別するために使用される一意の文字列 (オプション)。
• info - 変換のエラーに関連付けられた文字列 (オプション)。
• stageThreshold – エラーを出力する前に、変換で発生する可能性のあるエラーの最大数 (オプショ
ン)。デフォルト値は 0 です。
• totalThreshold – エラーの出力を処理する前に、全体で発生する可能性のあるエラーの最大数 (オプ
ション)。デフォルト値は 0 です。

apply(cls, *args, **kwargs)
継承元は GlueTransform 適用 (p. 589)。

name(cls)
継承元は GlueTransform 名前 (p. 589)。

describeArgs(cls)
継承元は GlueTransform describeArgs (p. 589)。

describeReturn(cls)
継承元は GlueTransform describeReturn (p. 589)。

describeTransform(cls)
継承元は GlueTransform describeTransform (p. 589)。

describeErrors(cls)
継承元は GlueTransform describeErrors (p. 590)。

describe(cls)
継承元は GlueTransform 説明 (p. 590)。

ResolveChoice クラス
DynamicFrame 内で Choice 型を解決します。

例
DynamicFrame.resolveChoice() (p. 547) メソッドを使用して、DynamicFrame の複数の型を含む
フィールドを処理することをお勧めします。コード例については、「例: resolveChoice を使用して、複数
の型を含む列を処理する (p. 548)」を参照してください。

方法
• __call__ (p. 609)
• apply (p. 610)
• name (p. 610)
• describeArgs (p. 610)
• describeReturn (p. 610)
• describeTransform (p. 610)
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• describeErrors (p. 610)
• 説明 (p. 610)

__call__(frame, specs = None, choice = "", transformation_ctx = "", info = "",
stageThreshold = 0, totalThreshold = 0)
DynamicFrame 内のあいまいな型を解決するための情報を提供します。作成された DynamicFrame を返
します。
• frame – Choice 型を解決する DynamicFrame (必須)。
• specs – 解決する特定のあいまいさのリスト、それぞれがタプルの形式: (path, action)。path 値
は特定のあいまいな要素を識別し、action 値は対応する解決を識別します。
spec パラメータおよび choice パラメータのうち 1 つのみを使用できます。spec パラメータが None
ではない場合、choice パラメータは空の文字列である必要があります。逆に、choice が空の文字列
ではない場合、spec パラメータは None である必要があります。どちらのパラメータも指定されてい
ない場合、AWS Glue はスキーマを解析し、それを使用してあいまいさを解決します。
specs タプルの action 部分で、次の解決策のうちの 1 つを指定できます。
• cast – キャスト先の型を指定できます (例: cast:int)。
• make_cols – データをフラット化することで潜在的なあいまいさを解消します。たとえ
ば、columnA が int または string の場合、解決策は、DynamicFrame に columnA_int および
columnA_string という名前の 2 つの列を生成することです。
• make_struct – 構造体を使用してデータを表現することで、潜在的なあいまいさを解決します。た
とえば、列のデータが int または string の場合、make_struct アクションを使用すると、作成さ
れた DynamicFrame に int および string の両方を含む構造体の列が生成されます。
• project – 生成された DynamicFrame で指定された型の値のみを保持して、潜在的なあいまい
さを解決します。例えば、ChoiceType 列のデータが int または string となる可能性がある場
合、project:string アクションを指定すると、生成された DynamicFrame から string 型以外の
値が削除されます。
path で配列を識別する場合は、あいまいさを避けるために配列名の後に空の角括弧を置きます。例え
ば、使用しているデータが次のように構造化されているとします。
"myList": [
{ "price": 100.00 },
{ "price": "$100.00" }
]

path を "myList[].price" に設定し、action を "cast:double" に設定すると、文字列バージョ
ンではなく、数値バージョンの料金を選択できます。
• choice – specs パラメータが None の場合のデフォルトの解決アクション。specs パラメータが
None ではない場合、空の文字列以外に設定することはできません。
この引数では、上記の specs アクションに加えて、次のアクションもサポートされています。
• MATCH_CATALOG – 各 ChoiceType について、指定した Data Catalog テーブル内の対応する型への
キャストを試みます。
• database – MATCH_CATALOG 選択肢で使用する AWS Glue Data Catalog データベース
(MATCH_CATALOG に必要)。
• table_name – MATCH_CATALOG アクションで使用する AWS Glue Data Catalog のテーブル名
(MATCH_CATALOG に必要)。
• transformation_ctx - 状態情報を識別するために使用される一意の文字列 (オプション)。
• info - 変換のエラーに関連付けられた文字列 (オプション)。
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• stageThreshold – エラーを出力する前に、変換で発生する可能性のあるエラーの最大数 (オプショ
ン)。デフォルト値は 0 です。
• totalThreshold – エラーの出力を処理する前に、全体で発生する可能性のあるエラーの最大数 (オプ
ション)。デフォルト値は 0 です。

apply(cls, *args, **kwargs)
継承元は GlueTransform 適用 (p. 589)。

name(cls)
継承元は GlueTransform 名前 (p. 589)。

describeArgs(cls)
継承元は GlueTransform describeArgs (p. 589)。

describeReturn(cls)
継承元は GlueTransform describeReturn (p. 589)。

describeTransform(cls)
継承元は GlueTransform describeTransform (p. 589)。

describeErrors(cls)
継承元は GlueTransform describeErrors (p. 590)。

describe(cls)
継承元は GlueTransform 説明 (p. 590)。

SelectFields クラス
この SelectFields クラスは、既存の DynamicFrame から新しい DynamicFrame を作成し、指定した
フィールドのみを保持します。SelectFields は、SQL SELECT ステートメントと同様の機能を提供し
ます。

例
DynamicFrame.select_fields() (p. 551) メソッドを使用して、DynamicFrame からフィールドを
選択することをお勧めします。コード例については、「例: select_fields を使用して、選択したフィールド
で新しい DynamicFrame を作成する (p. 551)」を参照してください。

方法
• __call__ (p. 611)
• apply (p. 611)
• name (p. 611)
• describeArgs (p. 611)
• describeReturn (p. 611)
• describeTransform (p. 611)
• describeErrors (p. 611)
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• 説明 (p. 611)

__call__(frame, paths, transformation_ctx = "", info = "", stageThreshold = 0,
totalThreshold = 0)
DynamicFrame のフィールド (ノード) を取得します。
• frame - フィールドを選択するための DynamicFrame (必須)。
• paths - 選択するフィールドへの完全パスのリスト (必須)。
• transformation_ctx - 状態情報を識別するために使用される一意の文字列 (オプション)。
• info - 変換のエラーに関連付けられた文字列 (オプション)。
• stageThreshold – エラーを出力する前に、変換で発生する可能性のあるエラーの最大数 (オプショ
ン)。デフォルト値は 0 です。
• totalThreshold – エラーの出力を処理する前に、全体で発生する可能性のあるエラーの最大数 (オプ
ション)。デフォルト値は 0 です。
指定したフィールドのみを含む新しい DynamicFrame を返します。

apply(cls, *args, **kwargs)
継承元は GlueTransform 適用 (p. 589)。

name(cls)
継承元は GlueTransform 名前 (p. 589)。

describeArgs(cls)
継承元は GlueTransform describeArgs (p. 589)。

describeReturn(cls)
継承元は GlueTransform describeReturn (p. 589)。

describeTransform(cls)
継承元は GlueTransform describeTransform (p. 589)。

describeErrors(cls)
継承元は GlueTransform describeErrors (p. 590)。

describe(cls)
継承元は GlueTransform 説明 (p. 590)。

SelectFromCollection クラス
DynamicFrameCollection で DynamicFrame を 1 つ選択します。

例
この例では、SelectFromCollection を使用して、DynamicFrame を DynamicFrameCollection か
ら選択します。
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データセットの例
この例では、split_rows_collection と呼ばれる DynamicFrameCollection から 2 つの
DynamicFrames を選択します。次のリストに示しているのは、split_rows_collection のキーで
す。
dict_keys(['high', 'low'])

コードの例
# Example: Use SelectFromCollection to select
# DynamicFrames from a DynamicFrameCollection
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.transforms import SelectFromCollection
# Create GlueContext
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)
# Select frames and inspect entries
frame_low = SelectFromCollection.apply(dfc=split_rows_collection, key="low")
frame_low.toDF().show()
frame_high = SelectFromCollection.apply(dfc=split_rows_collection, key="high")
frame_high.toDF().show()

出力
+---+-----+------------------------+-------------------------+
| id|index|contact_details.val.type|contact_details.val.value|
+---+-----+------------------------+-------------------------+
| 1|
0|
fax|
202-225-3307|
| 1|
1|
phone|
202-225-5731|
| 2|
0|
fax|
202-225-3307|
| 2|
1|
phone|
202-225-5731|
| 3|
0|
fax|
202-225-3307|
| 3|
1|
phone|
202-225-5731|
| 4|
0|
fax|
202-225-3307|
| 4|
1|
phone|
202-225-5731|
| 5|
0|
fax|
202-225-3307|
| 5|
1|
phone|
202-225-5731|
| 6|
0|
fax|
202-225-3307|
| 6|
1|
phone|
202-225-5731|
| 7|
0|
fax|
202-225-3307|
| 7|
1|
phone|
202-225-5731|
| 8|
0|
fax|
202-225-3307|
| 8|
1|
phone|
202-225-5731|
| 9|
0|
fax|
202-225-3307|
| 9|
1|
phone|
202-225-5731|
| 10|
0|
fax|
202-225-6328|
| 10|
1|
phone|
202-225-4576|
+---+-----+------------------------+-------------------------+
only showing top 20 rows
+---+-----+------------------------+-------------------------+
| id|index|contact_details.val.type|contact_details.val.value|
+---+-----+------------------------+-------------------------+
| 11|
0|
fax|
202-225-6328|
| 11|
1|
phone|
202-225-4576|
| 11|
2|
twitter|
RepTrentFranks|

612

AWS Glue デベロッパーガイド
PySpark 変換
| 12|
0|
fax|
202-225-6328|
| 12|
1|
phone|
202-225-4576|
| 12|
2|
twitter|
RepTrentFranks|
| 13|
0|
fax|
202-225-6328|
| 13|
1|
phone|
202-225-4576|
| 13|
2|
twitter|
RepTrentFranks|
| 14|
0|
fax|
202-225-6328|
| 14|
1|
phone|
202-225-4576|
| 14|
2|
twitter|
RepTrentFranks|
| 15|
0|
fax|
202-225-6328|
| 15|
1|
phone|
202-225-4576|
| 15|
2|
twitter|
RepTrentFranks|
| 16|
0|
fax|
202-225-6328|
| 16|
1|
phone|
202-225-4576|
| 16|
2|
twitter|
RepTrentFranks|
| 17|
0|
fax|
202-225-6328|
| 17|
1|
phone|
202-225-4576|
+---+-----+------------------------+-------------------------+
only showing top 20 rows

方法
• __call__ (p. 613)
• apply (p. 613)
• name (p. 613)
• describeArgs (p. 613)
• describeReturn (p. 613)
• describeTransform (p. 614)
• describeErrors (p. 614)
• 説明 (p. 614)

__call__(dfc, key, transformation_ctx = "")
DynamicFrameCollection から DynamicFrame を 1 つ取得します。
• dfc – 選択すべき DynamicFrame を含む DynamicFrameCollection (必須)。
• key – 選択する DynamicFrame のキー (必須)。
• transformation_ctx - 状態情報を識別するために使用される一意の文字列 (オプション)。

apply(cls, *args, **kwargs)
継承元は GlueTransform 適用 (p. 589)。

name(cls)
継承元は GlueTransform 名前 (p. 589)。

describeArgs(cls)
継承元は GlueTransform describeArgs (p. 589)。

describeReturn(cls)
継承元は GlueTransform describeReturn (p. 589)。
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describeTransform(cls)
継承元は GlueTransform describeTransform (p. 589)。

describeErrors(cls)
継承元は GlueTransform describeErrors (p. 590)。

describe(cls)
継承元は GlueTransform 説明 (p. 590)。

スピゴットクラス
AWS Glue ジョブで実行された変換が確認しやすくなるように、サンプルレコードを指定した送信先に書
き込みます。

例
DynamicFrame.spigot() (p. 553) メソッドを使用して、レコードのサブセットを DynamicFrame
から指定された送信先に書き込むことをお勧めします。コード例については、「例: spigot を使用して
DynamicFrame のサンプルフィールドを Amazon S3 に書き込む (p. 553)」を参照してください。

方法
• __call__ (p. 614)
• apply (p. 614)
• name (p. 614)
• describeArgs (p. 615)
• describeReturn (p. 615)
• describeTransform (p. 615)
• describeErrors (p. 615)
• 説明 (p. 615)

__call__(frame, path, options, transformation_ctx = "")
変換中に指定した場所にサンプルレコードを書き込みます。
• frame - スピゴットする DynamicFrame (必須)。
• path – 書き込み先へのパス (必須)。
• options – オプションを指定する JSON のキーと値のペア (オプション)。"topk" オプションは、最初
の k レコードを書き込む必要があることを指定します。"prob" オプションは、指定されたレコードを
選択する確率を (10 進数で) 指定します。これを使用して、書き込むレコードを選択します。
• transformation_ctx - 状態情報を識別するために使用される一意の文字列 (オプション)。

apply(cls, *args, **kwargs)
GlueTransform 適用 (p. 589) から継承されました。

name(cls)
GlueTransform 名前 (p. 589) から継承されました。
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describeArgs(cls)
GlueTransform describeArgs (p. 589) から継承されました。

describeReturn(cls)
GlueTransform describeReturn (p. 589) から継承されました。

describeTransform(cls)
GlueTransform describeTransform (p. 589) から継承されました。

describeErrors(cls)
GlueTransform describeErrors (p. 590) から継承されました。

describe(cls)
GlueTransform 説明 (p. 590) から継承されました。

SplitFields クラス
指定されたフィールドで DynamicFrame を 2 つに新しく分割します。

例
DynamicFrame.split_fields() (p. 555) メソッドを使用して、DynamicFrame のフィールドを分割
することをお勧めします。コード例については、「例: split_fields を使用して、選択したフィールドを別の
DynamicFrame に分割する (p. 555)」を参照してください。

方法
• __call__ (p. 615)
• apply (p. 616)
• name (p. 616)
• describeArgs (p. 616)
• describeReturn (p. 616)
• describeTransform (p. 616)
• describeErrors (p. 616)
• 説明 (p. 616)

__call__(frame, paths, name1 = None, name2 = None, transformation_ctx = "", info
= "", stageThreshold = 0, totalThreshold = 0)
DynamicFrame の 1 つまたは複数のフィールドを新しい DynamicFrame に分割し、残りのフィールドを
含む別の新しい DynamicFrame を作成します。
• frame – 2 つの新しい DynamicFrame に分割するためのソース (必須)。
• paths – 分割されるフィールドへの完全パスのリスト (必須)。
• name1 – 分割されるフィールドを含む DynamicFrame に割り当てる名前 (オプション)。名前が指定さ
れていない場合、ソースフレームの名前に「1」を付加した名前が使用されます。
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• name2 – 指定されたフィールドの分割後に残されるフィールドを含む、DynamicFrame に割り当てる名
前 (オプション)。名前が指定されていない場合、ソースフレームの名前に「2」を付加した名前が使用さ
れます。
• transformation_ctx - 状態情報を識別するために使用される一意の文字列 (オプション)。
• info - 変換のエラーに関連付けられた文字列 (オプション)。
• stageThreshold – エラーを出力する前に、変換で発生する可能性のあるエラーの最大数 (オプショ
ン)。デフォルト値は 0 です。
• totalThreshold – エラーの出力を処理する前に、全体で発生する可能性のあるエラーの最大数 (オプ
ション)。デフォルト値は 0 です。

apply(cls, *args, **kwargs)
継承元は GlueTransform 適用 (p. 589)。

name(cls)
継承元は GlueTransform 名前 (p. 589)。

describeArgs(cls)
継承元は GlueTransform describeArgs (p. 589)。

describeReturn(cls)
継承元は GlueTransform describeReturn (p. 589)。

describeTransform(cls)
継承元は GlueTransform describeTransform (p. 589)。

describeErrors(cls)
継承元は GlueTransform describeErrors (p. 590)。

describe(cls)
継承元は GlueTransform 説明 (p. 590)。

SplitRows クラス
2 つの DynamicFrames を含む DynamicFrameCollection を作成します。1 つの DynamicFrame には
分割するよう指定された行のみが含まれ、もう片方には残りの行すべてが含まれています。

例
DynamicFrame.split_rows() (p. 556) メソッドを使用して、DynamicFrame の行を分割すること
をお勧めします。コード例については、「例: split_rows を使用して、DynamicFrame 内の行を分割す
る (p. 557)」を参照してください。

方法
• __call__ (p. 617)
• apply (p. 617)
• name (p. 617)
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• describeArgs (p. 617)
• describeReturn (p. 617)
• describeTransform (p. 617)
• describeErrors (p. 617)
• 説明 (p. 617)

__call__(frame, comparison_dict, name1="frame1", name2="frame2",
transformation_ctx = "", info = None, stageThreshold = 0, totalThreshold = 0)
DynamicFrame の 1 つ以上の行を、新しい DynamicFrame に分割します。
• frame – 2 つの新しい DynamicFrame に分割するためのソース (必須)。
• comparison_dict – 列へのフルパスを示すためのキーと、列の値の比較対象である値に対しコ
ンパレータをマッピングする別のディクショナリを示すための値を持つ、ディクショナリ。たとえ
ば、{"age": {">": 10, "<": 20}} は、"age" の値が 10～20 の行を分割します。ただし "age" の
値がこの範囲外の行は除外されます (必須)。
• name1 – 分割される行を含む DynamicFrame に割り当てる名前 (省略可能)。
• name2 – 指定された行が分割された後に残る行を含む DynamicFrame に割り当てる名前 (省略可能)。
• transformation_ctx - 状態情報を識別するために使用される一意の文字列 (オプション)。
• info - 変換のエラーに関連付けられた文字列 (オプション)。
• stageThreshold – エラーを出力する前に、変換で発生する可能性のあるエラーの最大数 (オプショ
ン)。デフォルト値は 0 です。
• totalThreshold – エラーの出力を処理する前に、全体で発生する可能性のあるエラーの最大数 (オプ
ション)。デフォルト値は 0 です。

apply(cls, *args, **kwargs)
継承元は GlueTransform 適用 (p. 589)。

name(cls)
継承元は GlueTransform 名前 (p. 589)。

describeArgs(cls)
継承元は GlueTransform describeArgs (p. 589)。

describeReturn(cls)
継承元は GlueTransform describeReturn (p. 589)。

describeTransform(cls)
継承元は GlueTransform describeTransform (p. 589)。

describeErrors(cls)
継承元は GlueTransform describeErrors (p. 590)。

describe(cls)
継承元は GlueTransform 説明 (p. 590)。
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Unbox クラス
DynamicFrame の文字列フィールドをアンボックス (再フォーマット) します。

例
DynamicFrame.unbox() (p. 559) メソッドを使用して、DynamicFrame のフィールドをアンボックス
することをお勧めします。コード例については、「例: unbox を使用して、文字列フィールドを構造体にア
ンボックスする (p. 559)」を参照してください。

方法
• __call__ (p. 618)
• apply (p. 618)
• name (p. 619)
• describeArgs (p. 619)
• describeReturn (p. 619)
• describeTransform (p. 619)
• describeErrors (p. 619)
• 説明 (p. 619)

__call__(frame, path, format, transformation_ctx = "", info="", stageThreshold=0,
totalThreshold=0, **options)
DynamicFrame の文字列フィールドをアンボックスします。
• frame – フィールドをアンボックスする DynamicFrame (必須)。
• path – アンボックスする StringNode への完全パス (必須)。
• format – 形式の仕様 (オプション)。Amazon S3 や、複数の形式をサポートする AWS Glue 接続の場
合に使用します。サポートされる形式については、「AWS Glue での入出力のデータ形式に関するオプ
ション (p. 707)」を参照してください。
• transformation_ctx - 状態情報を識別するために使用される一意の文字列 (オプション)。
• info - 変換のエラーに関連付けられた文字列 (オプション)。
• stageThreshold – エラーを出力する前に、変換で発生する可能性のあるエラーの最大数 (オプショ
ン)。デフォルト値は 0 です。
• totalThreshold – エラーの出力を処理する前に、全体で発生する可能性のあるエラーの最大数 (オプ
ション)。デフォルト値は 0 です。
• separator – 区切りトークン (省略可能)。
• escaper – エスケープトークン (省略可能)。
• skipFirst – データの最初の行をスキップする必要がある場合は True、スキップしない場合は False
(省略可能)。
• withSchema – アンボックスされるデータのスキーマを含む文字列 (オプション)。これは常に
StructType.json を使用して作成する必要があります。
• withHeader – 解凍されるデータにヘッダーが含まれている場合は True、そうでない場合は False
(省略可能)。

apply(cls, *args, **kwargs)
継承元は GlueTransform 適用 (p. 589)。
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name(cls)
継承元は GlueTransform 名前 (p. 589)。

describeArgs(cls)
継承元は GlueTransform describeArgs (p. 589)。

describeReturn(cls)
継承元は GlueTransform describeReturn (p. 589)。

describeTransform(cls)
継承元は GlueTransform describeTransform (p. 589)。

describeErrors(cls)
継承元は GlueTransform describeErrors (p. 590)。

describe(cls)
継承元は GlueTransform 説明 (p. 590)。

UnnestFrame クラス
DynamicFrame をネスト解除し、ネストされたオブジェクトを最上位の要素にフラット化して、配列オブ
ジェクトの結合キーを生成します。

例
DynamicFrame.unnest() (p. 562) メソッドを使用して、DynamicFrame のネストされた構造をフ
ラット化することをお勧めします。コード例については、「例: unnest を使用して、ネストされたフィー
ルドを最上位フィールドに変換する (p. 562)」を参照してください。

方法
• __call__ (p. 619)
• apply (p. 620)
• name (p. 620)
• describeArgs (p. 620)
• describeReturn (p. 620)
• describeTransform (p. 620)
• describeErrors (p. 620)
• 説明 (p. 620)

__call__(frame, transformation_ctx = "", info="", stageThreshold=0,
totalThreshold=0)
DynamicFrame をネスト解除し、ネストされたオブジェクトを最上位の要素にフラット化して、配列オブ
ジェクトの結合キーを生成します。
• frame - ネスト解除する DynamicFrame (必須)。
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• transformation_ctx - 状態情報を識別するために使用される一意の文字列 (オプション)。
• info - 変換のエラーに関連付けられた文字列 (オプション)。
• stageThreshold – エラーを出力する前に、変換で発生する可能性のあるエラーの最大数 (オプショ
ン)。デフォルト値は 0 です。
• totalThreshold – エラーの出力を処理する前に、全体で発生する可能性のあるエラーの最大数 (オプ
ション)。デフォルト値は 0 です。

apply(cls, *args, **kwargs)
継承元は GlueTransform 適用 (p. 589)。

name(cls)
継承元は GlueTransform 名前 (p. 589)。

describeArgs(cls)
継承元は GlueTransform describeArgs (p. 589)。

describeReturn(cls)
継承元は GlueTransform describeReturn (p. 589)。

describeTransform(cls)
継承元は GlueTransform describeTransform (p. 589)。

describeErrors(cls)
継承元は GlueTransform describeErrors (p. 590)。

describe(cls)
継承元は GlueTransform 説明 (p. 590)。

Scala での AWS Glue ETL スクリプトのプログラミ
ング
AWS Glue 用の Scala コード例とユーティリティは、GitHub ウェブサイトの AWS Glueサンプルリポジト
リで見つかります。
AWS Glue では、抽出、変換、ロード (ETL) ジョブを実行する PySpark Scala 言語のスクリプトのため
に、拡張機能がサポートされています。以下のセクションでは、AWS Glue Scala ライブラリと AWS
Glue API を ETL スクリプトで使用する方法について説明します。また、ライブラリのリファレンス資料
を提供します。
目次
• Scala を使用した AWS Glue ETL スクリプトのプログラミング (p. 625)
• 開発エンドポイントでの Zeppelin ノートブックを使用した Scala ETL プログラムのテス
ト (p. 626)
• Scala REPL での Scala ETL プログラムのテスト (p. 626)
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• Scala スクリプトの例 - ストリーミング ETL (p. 626)
• AWS Glue Scala ライブラリの API (p. 627)
• com.amazonaws.services.glue (p. 627)
• com.amazonaws.services.glue.ml (p. 628)
• com.amazonaws.services.glue.types (p. 628)
• com.amazonaws.services.glue.util (p. 628)
• AWS Glue Scala ChoiceOption API (p. 629)
• ChoiceOption 特性 (p. 629)
• ChoiceOption オブジェクト (p. 629)
• Def apply (p. 629)
• ケースクラス ChoiceOptionWithResolver (p. 629)
• ケースクラス MatchCatalogSchemaChoiceOption (p. 629)
• Abstract DataSink クラス (p. 629)
• Def writeDynamicFrame (p. 630)
• Def pyWriteDynamicFrame (p. 630)
• Def setCatalogInfo (p. 630)
• Def supportsFormat (p. 630)
• Def setFormat (p. 630)
• Def withFormat (p. 631)
• Def setAccumulableSize (p. 631)
• Def getOutputErrorRecordsAccumulable (p. 631)
• Def errorsAsDynamicFrame (p. 631)
• DataSink オブジェクト (p. 631)
• Def recordMetrics (p. 631)
• AWS Glue Scala DataSource トレイト (p. 631)
• AWS Glue Scala DynamicFrame API (p. 632)
• AWS Glue Scala DynamicFrame クラス (p. 633)
• Val errorsCount (p. 634)
• Def applyMapping (p. 634)
• Def assertErrorThreshold (p. 635)
• Def count (p. 635)
• Def dropField (p. 635)
• Def dropFields (p. 635)
• Def dropNulls (p. 636)
• Def errorsAsDynamicFrame (p. 636)
• Def filter (p. 636)
• Def getName (p. 636)
• Def getNumPartitions (p. 636)
• Def getSchemaIfComputed (p. 637)
• Def isSchemaComputed (p. 637)
• Def javaToPython (p. 637)
• Def join (p. 637)
• Def map (p. 637)
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(p. 637)
• Def printSchema (p. 638)
• Def recomputeSchema (p. 638)
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• Def relationalize (p. 638)
• Def renameField (p. 640)
• Def repartition (p. 640)
• Def resolveChoice (p. 640)
• Def schema (p. 641)
• Def selectField (p. 641)
• Def selectFields (p. 642)
• Def show (p. 642)
• Def spigot (p. 642)
• Def splitFields (p. 643)
• Def splitRows (p. 643)
• Def stageErrorsCount (p. 644)
• Def toDF (p. 644)
• Def unbox (p. 644)
• Def unnest (p. 645)
• Def unnestDDBJson (p. 646)
• Def withFrameSchema (p. 647)
• Def withName (p. 647)
• Def withTransformationContext (p. 647)
• DynamicFrame オブジェクト (p. 647)
• Def apply (p. 648)
• Def emptyDynamicFrame (p. 648)
• Def fromPythonRDD (p. 648)
• Def ignoreErrors (p. 648)
• Def inlineErrors (p. 648)
• Def newFrameWithErrors (p. 648)
• AWS Glue Scala DynamicRecord クラス (p. 648)
• def addField (p. 649)
• def dropField (p. 649)
• def setError (p. 650)
• def isError (p. 650)
• def getError (p. 650)
• def clearError (p. 650)
• def write (p. 650)
• def readFields (p. 650)
• def clone (p. 650)
• def schema (p. 650)
• def getRoot (p. 651)
• def toJson (p. 651)
• def getFieldNode (p. 651)
• def getField (p. 651)
• def hashCode (p. 651)
• def equals (p. 651)
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• RecordTraverser 特性 (p. 652)
• AWS Glue Scala GlueContext API (p. 652)
• def addIngestionTimeColumns (p. 652)
• def createDataFrameFromOptions (p. 653)
• forEachBatch (p. 654)
• def getCatalogSink (p. 654)
• def getCatalogSource (p. 655)
• def getJDBCSink (p. 656)
• def getSink (p. 657)
• def getSinkWithFormat (p. 657)
• def getSource (p. 657)
• def getSourceWithFormat (p. 658)
• def getSparkSession (p. 660)
• def startTransaction (p. 660)
• def commitTrac (p. 660)
• def cancelTransaction (p. 660)
• def this (p. 661)
• def this (p. 661)
• def this (p. 661)
• MappingSpec (p. 661)
• MappingSpec ケースクラス (p. 661)
• MappingSpec オブジェクト (p. 662)
• Val orderingByTarget (p. 662)
• Def apply (p. 662)
• Def apply (p. 662)
• Def apply (p. 663)
• AWS Glue Scala ResolveSpec API (p. 663)
• ResolveSpec オブジェクト (p. 663)
• def (p. 663)
• def (p. 663)
• ResolveSpec ケースクラス (p. 664)
• ResolveSpec def メソッド (p. 664)
• AWS Glue Scala ArrayNode API (p. 664)
• ArrayNode ケースクラス (p. 664)
• ArrayNode def メソッド (p. 664)
• AWS Glue Scala BinaryNode API (p. 665)
• BinaryNode ケースクラス (p. 665)
• BinaryNode val フィールド (p. 665)
• BinaryNode def メソッド (p. 665)
• AWS Glue Scala BooleanNode API (p. 665)
• BooleanNode ケースクラス (p. 665)
• BooleanNode val フィールド (p. 666)
• BooleanNode def
623メソッド (p. 666)
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• ByteNode val フィールド (p. 666)
• ByteNode def メソッド (p. 666)
• AWS Glue Scala DateNode API (p. 666)
• DateNode ケースクラス (p. 666)
• DateNode val フィールド (p. 666)
• DateNode def メソッド (p. 666)
• AWS Glue Scala DecimalNode API (p. 666)
• DecimalNode ケースクラス (p. 667)
• DecimalNode val フィールド (p. 667)
• DecimalNode def メソッド (p. 667)
• AWS Glue Scala DoubleNode API (p. 667)
• DoubleNode ケースクラス (p. 667)
• DoubleNode val フィールド (p. 667)
• DoubleNode def メソッド (p. 667)
• AWS Glue Scala DynamicNode API (p. 667)
• DynamicNode クラス (p. 667)
• DynamicNode def メソッド (p. 668)
• DynamicNode オブジェクト (p. 668)
• DynamicNode def メソッド (p. 668)
• AWS Glue Scala FloatNode API (p. 668)
• FloatNode ケースクラス (p. 668)
• FloatNode val フィールド (p. 668)
• FloatNode def メソッド (p. 668)
• FillMissingValues クラス (p. 669)
• def apply (p. 669)
• FindMatches クラス (p. 669)
• def apply (p. 669)
• FindIncrementalMatches クラス (p. 670)
• def apply (p. 670)
• AWS Glue Scala IntegerNode API (p. 671)
• IntegerNode ケースクラス (p. 671)
• IntegerNode val フィールド (p. 671)
• IntegerNode def メソッド (p. 671)
• AWS Glue Scala LongNode API (p. 671)
• LongNode ケースクラス (p. 671)
• LongNode val フィールド (p. 671)
• LongNode def メソッド (p. 671)
• AWS Glue Scala MapLikeNode API (p. 671)
• MapLikeNode クラス (p. 671)
• MapLikeNode def メソッド (p. 672)
• AWS Glue Scala MapNode API (p. 672)
• MapNode ケースクラス (p. 672)
• MapNode def メソッド
(p. 672)
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• NullNode ケースオブジェクト (p. 673)
• AWS Glue Scala ObjectNode API (p. 673)
• ObjectNode オブジェクト (p. 673)
• ObjectNode def メソッド (p. 673)
• ObjectNode ケースクラス (p. 674)
• ObjectNode def メソッド (p. 674)
• AWS Glue Scala ScalarNode API (p. 674)
• ScalarNode クラス (p. 674)
• ScalarNode def メソッド (p. 674)
• ScalarNode オブジェクト (p. 675)
• ScalarNode def メソッド (p. 675)
• AWS Glue Scala ShortNode API (p. 675)
• ShortNode ケースクラス (p. 675)
• ShortNode val フィールド (p. 675)
• ShortNode def メソッド (p. 675)
• AWS Glue Scala StringNode API (p. 675)
• StringNode ケースクラス (p. 675)
• StringNode val フィールド (p. 676)
• StringNode def メソッド (p. 676)
• AWS Glue Scala TimestampNode API (p. 676)
• TimestampNode ケースクラス (p. 676)
• TimestampNode val フィールド (p. 676)
• TimestampNode def メソッド (p. 676)
• AWS Glue Scala GlueArgParser API (p. 676)
• GlueArgParser オブジェクト (p. 676)
• GlueArgParser def メソッド (p. 676)
• AWS Glue Scala Job API (p. 677)
• Job オブジェクト (p. 677)
• Job def メソッド (p. 677)

Scala を使用した AWS Glue ETL スクリプトのプログ
ラミング
AWS Glue コンソールを使用して Scala ETL (抽出、変換、ロード) プログラムを自動的に生成し、必要に
応じて変更してからジョブに割り当てることができます。または、独自のプログラムを最初から記述する
こともできます。詳細については、「AWS Glue でジョブを追加する (p. 296)」を参照してください。次
に AWS Glue はサーバーで Scala プログラムをコンパイルし、その後、関連付けられているジョブを実行
します。
プログラムをエラーなしでコンパイルして正常に実行するには、ジョブで実行する前にプログラムを
REPL (Read-Eval-Print Loop) や Apache Zeppelin ノートブックの開発エンドポイントにロードし、テスト
することが重要です。コンパイルプロセスはサーバーで実行されるため、そこで問題が発生してもよく確
認できません。
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開発エンドポイントでの Zeppelin ノートブックを使用した Scala
ETL プログラムのテスト
AWS Glue 開発エンドポイントで Scala プログラムをテストするには、「ノートブックの管理 (p. 223)」
の説明に従って開発エンドポイントを設定します。
次に、コンピュータでローカルに実行されているか、Amazon EC2 ノートブックサーバーでリモートに
実行されている Apache Zeppelin ノートブックに開発エンドポイントを接続します。Zeppelin ノート
ブックのローカルバージョンをインストールするには、「チュートリアル: ローカル Zeppelin ノートブッ
ク (p. 236)」の手順に従います。
Scala コードの実行とノートブックでの PySpark コードの実行が唯一異なる点は、ノートブックでは以下
のコードを使用して各パラグラフを開始する必要があることです。
%spark

これにより、ノートブックサーバーがデフォルトで Spark インタープリタの PySpark フレーバーになるの
を防止できます。

Scala REPL での Scala ETL プログラムのテスト
AWS Glue Scala REPL を使用して開発エンドポイントで Scala プログラムをテストできます。「チュー
トリアル: SageMaker ノートブックを使用する (p. 247)」の手順に従います。ただし、SSH-to-REPL コ
マンドの最後では、-t gluepyspark を -t glue-spark-shell に置き換えます。これにより、AWS
Glue Scala REPL が呼び出されます。
完了後に REPL を閉じるには、「sys.exit」と入力します。

Scala スクリプトの例 - ストリーミング ETL
Example
次のスクリプト例では、Amazon Kinesis Data Streams に接続し、Data Catalog のスキーマを使用して
データストリームを解析した上で、そのストリームを Amazon S3 にある静的データセットに結合しま
す。結合された結果は Parquet 形式で Amazon S3 に出力されます。
// This script connects to an Amazon Kinesis stream, uses a schema from the data catalog to
parse the stream,
// joins the stream to a static dataset on Amazon S3, and outputs the joined results to
Amazon S3 in parquet format.
import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
import com.amazonaws.services.glue.util.GlueArgParser
import com.amazonaws.services.glue.util.Job
import java.util.Calendar
import org.apache.spark.SparkContext
import org.apache.spark.sql.Dataset
import org.apache.spark.sql.Row
import org.apache.spark.sql.SaveMode
import org.apache.spark.sql.SparkSession
import org.apache.spark.sql.functions.from_json
import org.apache.spark.sql.streaming.Trigger
import scala.collection.JavaConverters._
object streamJoiner {
def main(sysArgs: Array[String]) {
val spark: SparkContext = new SparkContext()
val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)
val sparkSession: SparkSession = glueContext.getSparkSession
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import sparkSession.implicits._
// @params: [JOB_NAME]
val args = GlueArgParser.getResolvedOptions(sysArgs, Seq("JOB_NAME").toArray)
Job.init(args("JOB_NAME"), glueContext, args.asJava)
val staticData = sparkSession.read
// read() returns type DataFrameReader
.format("csv")
.option("header", "true")
.load("s3://awsexamplebucket-streaming-demo2/inputs/productsStatic.csv") // load()
returns a DataFrame
val datasource0 = sparkSession.readStream
// readstream() returns type
DataStreamReader
.format("kinesis")
.option("streamName", "stream-join-demo")
.option("endpointUrl", "https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com")
.option("startingPosition", "TRIM_HORIZON")
.load
// load() returns a DataFrame
val selectfields1 = datasource0.select(from_json($"data".cast("string"),
glueContext.getCatalogSchemaAsSparkSchema("stream-demos", "stream-join-demo2")) as
"data").select("data.*")
val datasink2 = selectfields1.writeStream.foreachBatch { (dataFrame: Dataset[Row],
batchId: Long) => {
//foreachBatch() returns type DataStreamWriter
val joined = dataFrame.join(staticData, "product_id")
val year: Int = Calendar.getInstance().get(Calendar.YEAR)
val month :Int = Calendar.getInstance().get(Calendar.MONTH) + 1
val day: Int = Calendar.getInstance().get(Calendar.DATE)
val hour: Int = Calendar.getInstance().get(Calendar.HOUR_OF_DAY)
if (dataFrame.count() > 0) {
joined.write
// joined.write returns type DataFrameWriter
.mode(SaveMode.Append)
.format("parquet")
.option("quote", " ")
.save("s3://awsexamplebucket-streaming-demo2/output/" + "/year=" +
"%04d".format(year) + "/month=" + "%02d".format(month) + "/day=" + "%02d".format(day) + "/
hour=" + "%02d".format(hour) + "/")
}
}
} // end foreachBatch()
.trigger(Trigger.ProcessingTime("100 seconds"))
.option("checkpointLocation", "s3://awsexamplebucket-streaming-demo2/checkpoint/")
.start().awaitTermination()
// start() returns type StreamingQuery
Job.commit()
}
}

AWS Glue Scala ライブラリの API
AWS Glue では、抽出、変換、ロード (ETL) ジョブのスクリプト化に使用する PySpark Scala 言語の拡張
機能がサポートされています。以下のセクションでは、AWS Glue Scala ライブラリの API について説明
します。

com.amazonaws.services.glue
Scala ライブラリの com.amazonaws.services.glueAWS Glue パッケージには、以下の API が含まれてい
ます。
• ChoiceOption (p. 629)
• DataSink (p. 629)
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• DataSource 特性 (p. 631)
• DynamicFrame (p. 632)
• DynamicRecord (p. 648)
• GlueContext (p. 652)
• MappingSpec (p. 661)
• ResolveSpec (p. 663)

com.amazonaws.services.glue.ml
AWS Glue Scala ライブラリの com.amazonaws.services.glue.ml パッケージには、以下の API が含まれて
います。
• FillMissingValues (p. 669)
• FindIncrementalMatches (p. 670)
• FindMatches (p. 669)

com.amazonaws.services.glue.types
Scala ライブラリの com.amazonaws.services.glue.typesAWS Glue パッケージには、以下の API が含まれ
ています。
• ArrayNode (p. 664)
• BinaryNode (p. 665)
• BooleanNode (p. 665)
• ByteNode (p. 666)
• DateNode (p. 666)
• DecimalNode (p. 666)
• DoubleNode (p. 667)
• DynamicNode (p. 667)
• FloatNode (p. 668)
• IntegerNode (p. 671)
• LongNode (p. 671)
• MapLikeNode (p. 671)
• MapNode (p. 672)
• NullNode (p. 673)
• ObjectNode (p. 673)
• ScalarNode (p. 674)
• ShortNode (p. 675)
• StringNode (p. 675)
• TimestampNode (p. 676)

com.amazonaws.services.glue.util
Scala ライブラリの com.amazonaws.services.glue.utilAWS Glue パッケージには、以下の API が含まれて
います。
• GlueArgParser (p. 676)
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• Job (p. 677)

AWS Glue Scala ChoiceOption API
トピック
• ChoiceOption 特性 (p. 629)
• ChoiceOption オブジェクト (p. 629)
• ケースクラス ChoiceOptionWithResolver (p. 629)
• ケースクラス MatchCatalogSchemaChoiceOption (p. 629)
パッケージ: com.amazonaws.services.glue

ChoiceOption 特性
trait ChoiceOption extends Serializable

ChoiceOption オブジェクト
ChoiceOption
object ChoiceOption

DynamicFrame のすべての ChoiceType ノードに適用可能な選択肢を解決するための一般的な戦略。
• val CAST
• val MAKE_COLS
• val MAKE_STRUCT
• val MATCH_CATALOG
• val PROJECT

Def apply
def apply(choice: String): ChoiceOption

ケースクラス ChoiceOptionWithResolver
case class ChoiceOptionWithResolver(name: String, choiceResolver: ChoiceResolver) extends
ChoiceOption {}

ケースクラス MatchCatalogSchemaChoiceOption
case class MatchCatalogSchemaChoiceOption() extends ChoiceOption {}

Abstract DataSink クラス
トピック
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• Def writeDynamicFrame (p. 630)
• Def pyWriteDynamicFrame (p. 630)
• Def setCatalogInfo (p. 630)
• Def supportsFormat (p. 630)
• Def setFormat (p. 630)
• Def withFormat (p. 631)
• Def setAccumulableSize (p. 631)
• Def getOutputErrorRecordsAccumulable (p. 631)
• Def errorsAsDynamicFrame (p. 631)
• DataSink オブジェクト (p. 631)
パッケージ: com.amazonaws.services.glue
abstract class DataSink

ライターは DataSource に似ています。DataSink は、DynamicFrame が書き込まれる送信先と形式を
カプセル化します。

Def writeDynamicFrame
def writeDynamicFrame( frame : DynamicFrame,
callSite : CallSite = CallSite("Not provided", "")
) : DynamicFrame

Def pyWriteDynamicFrame
def pyWriteDynamicFrame( frame : DynamicFrame,
site : String = "Not provided",
info : String = "" )

Def setCatalogInfo
def setCatalogInfo(catalogDatabase: String,
catalogTableName : String,
catalogId : String = "")

Def supportsFormat
def supportsFormat( format : String ) : Boolean

Def setFormat
def setFormat( format : String,
options : JsonOptions
) : Unit
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Def withFormat
def withFormat( format : String,
options : JsonOptions = JsonOptions.empty
) : DataSink

Def setAccumulableSize
def setAccumulableSize( size : Int ) : Unit

Def getOutputErrorRecordsAccumulable
def getOutputErrorRecordsAccumulable : Accumulable[List[OutputError], OutputError]

Def errorsAsDynamicFrame
def errorsAsDynamicFrame : DynamicFrame

DataSink オブジェクト
object DataSink

Def recordMetrics
def recordMetrics( frame : DynamicFrame,
ctxt : String
) : DynamicFrame

AWS Glue Scala DataSource トレイト
パッケージ: com.amazonaws.services.glue
DynamicFrame を生成するための高水準インターフェイス。
trait DataSource {
def getDynamicFrame : DynamicFrame
def getDynamicFrame( minPartitions : Int,
targetPartitions : Int
) : DynamicFrame
/** @param num: the number of records for sampling.
* @param options: optional parameters to control sampling behavior. Current available
parameter for Amazon S3 sources in options:
* 1. maxSamplePartitions: the maximum number of partitions the sampling will read.
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* 2. maxSampleFilesPerPartition: the maximum number of files the sampling will read in
one partition.
*/
def getSampleDynamicFrame(num:Int, options: JsonOptions = JsonOptions.empty):
DynamicFrame
def glueContext : GlueContext
def setFormat( format : String,
options : String
) : Unit
def setFormat( format : String,
options : JsonOptions
) : Unit
def supportsFormat( format : String ) : Boolean

}

def withFormat( format : String,
options : JsonOptions = JsonOptions.empty
) : DataSource

AWS Glue Scala DynamicFrame API
パッケージ: com.amazonaws.services.glue
目次
• AWS Glue Scala DynamicFrame クラス (p. 633)
• Val errorsCount (p. 634)
• Def applyMapping (p. 634)
• Def assertErrorThreshold (p. 635)
• Def count (p. 635)
• Def dropField (p. 635)
• Def dropFields (p. 635)
• Def dropNulls (p. 636)
• Def errorsAsDynamicFrame (p. 636)
• Def filter (p. 636)
• Def getName (p. 636)
• Def getNumPartitions (p. 636)
• Def getSchemaIfComputed (p. 637)
• Def isSchemaComputed (p. 637)
• Def javaToPython (p. 637)
• Def join (p. 637)
• Def map (p. 637)
• Def mergeDynamicFrames (p. 637)
• Def printSchema (p. 638)
• Def recomputeSchema (p. 638)
• Def relationalize (p. 638)
• Def renameField (p. 640)
• Def repartition (p. 640)
• Def resolveChoice (p. 640)
• Def schema (p. 641)
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• Def selectField (p. 641)
• Def selectFields (p. 642)
• Def show (p. 642)
• Def spigot (p. 642)
• Def splitFields (p. 643)
• Def splitRows (p. 643)
• Def stageErrorsCount (p. 644)
• Def toDF (p. 644)
• Def unbox (p. 644)
• Def unnest (p. 645)
• Def unnestDDBJson (p. 646)
• Def withFrameSchema (p. 647)
• Def withName (p. 647)
• Def withTransformationContext (p. 647)
• DynamicFrame オブジェクト (p. 647)
• Def apply (p. 648)
• Def emptyDynamicFrame (p. 648)
• Def fromPythonRDD (p. 648)
• Def ignoreErrors (p. 648)
• Def inlineErrors (p. 648)
• Def newFrameWithErrors (p. 648)

AWS Glue Scala DynamicFrame クラス
パッケージ: com.amazonaws.services.glue
class DynamicFrame extends Serializable with Logging (
val glueContext : GlueContext,
_records : RDD[DynamicRecord],
val name : String = s"",
val transformationContext : String = DynamicFrame.UNDEFINED,
callSite : CallSite = CallSite("Not provided", ""),
stageThreshold : Long = 0,
totalThreshold : Long = 0,
prevErrors : => Long = 0,
errorExpr : => Unit = {} )

DynamicFrame は、自己記述型の DynamicRecord (p. 648) オブジェクトの分散コレクションです。
DynamicFrame は、ETL (抽出、変換、ロード) オペレーションの柔軟なデータモデルを提供するように設
計されています。これらのオブジェクトを作成するのにスキーマは必要なく、乱雑または不整合な値や型
を持つデータの読み取りと変換に使用できます。スキーマは、スキーマを必要とするオペレーションでオ
ンデマンドで計算できます。
DynamicFrame は、データクリーニングと ETL 用の広範な変換を提供します。また、既存のコードと統
合するための SparkSQL DataFrames との相互変換や、DataFrames が提供する多くの分析オペレーショ
ンをサポートしています。
以下のパラメータは、DynamicFrame を生成する AWS Glue 変換の多くで共有されます。
• transformationContext - この DynamicFrame の識別子。実行間で保持されるジョブのブックマー
ク状態のキーとして、transformationContext が使用されます。
633

AWS Glue デベロッパーガイド
Scala API リスト

• callSite – エラーレポートのコンテキスト情報を提供します。これらの値は、Python から呼び出すと
きに、自動的に設定されます。
• stageThreshold - この DynamicFrame の計算から例外がスローされるまでのエラーレコードの最大
許容数。以前の DynamicFrame にあるレコードは除きます。
• totalThreshold - 例外がスローされるまでの合計エラーレコードの最大数。以前のフレームのレコー
ドも含みます。

Val errorsCount
val errorsCount

この DynamicFrame のエラーレコードの数。以前のオペレーションのエラーも含みます。

Def applyMapping
def applyMapping( mappings : Seq[Product4[String, String, String, String]],
caseSensitive : Boolean = true,
transformationContext : String = "",
callSite : CallSite = CallSite("Not provided", ""),
stageThreshold : Long = 0,
totalThreshold : Long = 0
) : DynamicFrame

• mappings - 新しい DynamicFrame を生成するための一連のマッピング。
• caseSensitive – ソース列で大文字と小文字を区別して扱うかどうかを指定。このパラメータを false
に設定すると、AWS Glue Data Catalog のように大文字と小文字を区別しないストアと統合する場合に
役立ちます。
マッピングのシーケンスに基づく選択列、プロジェクト列、およびキャスト列。
各マッピングは、ソース列/タイプとターゲット列/タイプで構成されます。マッピングは、4 タプル
(source_path、source_type、 target_path、target_type) として指定するか、同じ情報を含む
MappingSpec (p. 661) オブジェクトとして指定できます。
マッピングは、シンプルなプロジェクションやキャストに使用できるだけなく、パスのコンポーネントを
''." (ピリオド) で区切ることでフィールドのネストまたはネスト解除にも使用できます。
例えば、以下のスキーマを含む DynamicFrame があるとします。
{{{
root
|-- name: string
|-- age: int
|-- address: struct
|
|-- state: string
|
|-- zip: int
}}}

以下の呼び出しを行って、state フィールドと zip フィールドをネスト解除できます。
{{{
df.applyMapping(
Seq(("name", "string", "name", "string"),
("age", "int", "age", "int"),
("address.state", "string", "state", "string"),
("address.zip", "int", "zip", "int")))
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}}}

その結果、スキーマは以下のようになります。
{{{
root
|-- name: string
|-- age: int
|-- state: string
|-- zip: int
}}}

applyMapping を使用して列を再ネストすることもできます。以下の例では、前の変換を反転し、ター
ゲットに address という名前の構造体を作成します。
{{{
df.applyMapping(
Seq(("name", "string", "name", "string"),
("age", "int", "age", "int"),
("state", "string", "address.state", "string"),
("zip", "int", "address.zip", "int")))
}}}

"." (ピリオド) 文字を含むフィールド名は、バッククォート (``) で囲むことで使用できます。

Note
現在、applyMapping メソッドを使用して、配列の下にネストされた列をマップすることはでき
ません。

Def assertErrorThreshold
def assertErrorThreshold : Unit

このアクションでは、計算を適用し、エラーレコード数が stageThreshold と totalThreshold を下
回っていることを確認します。いずれかの条件が失敗すると、例外をスローします。

Def count
lazy
def count

この DynamicFrame の要素数を返します。

Def dropField
def dropField( path : String,
transformationContext
callSite : CallSite =
stageThreshold : Long
totalThreshold : Long
) : DynamicFrame

: String = "",
CallSite("Not provided", ""),
= 0,
= 0

指定した列が削除された新しい DynamicFrame を返します。

Def dropFields
def dropFields( fieldNames : Seq[String],
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transformationContext
callSite : CallSite =
stageThreshold : Long
totalThreshold : Long
) : DynamicFrame

: String = "",
CallSite("Not provided", ""),
= 0,
= 0

指定した列が削除された新しい DynamicFrame を返します。
このメソッドを使用して、ネストされた列 (配列内の列など) を削除できますが、特定の配列要素を削除す
ることはできません。

Def dropNulls
def dropNulls( transformationContext
callSite : CallSite =
stageThreshold : Long
totalThreshold : Long

: String = "",
CallSite("Not provided", ""),
= 0,
= 0 )

すべての NULL 列が削除された新しい DynamicFrame を返します。

Note
NullType タイプの列のみが削除されます。他の列にある個別の null 値は削除または変更されま
せん。

Def errorsAsDynamicFrame
def errorsAsDynamicFrame

この DynamicFrame からのエラーレコードを含む新しい DynamicFrame を返します。

Def filter
def filter( f : DynamicRecord => Boolean,
errorMsg : String = "",
transformationContext : String = "",
callSite : CallSite = CallSite("Not provided"),
stageThreshold : Long = 0,
totalThreshold : Long = 0
) : DynamicFrame

"f" 関数が true を返すレコードのみを含む新しい DynamicFrame を生成します。フィルター関数 "f"
は、入力レコードを変更しないものとします。

Def getName
def getName : String

この DynamicFrame の名前を返します。

Def getNumPartitions
def getNumPartitions

この DynamicFrame のパーティション数を返します。
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Def getSchemaIfComputed
def getSchemaIfComputed : Option[Schema]

計算済みのスキーマを返します。スキーマが計算済みでない場合は、データをスキャンしません。

Def isSchemaComputed
def isSchemaComputed : Boolean

この DynamicFrame に対してスキーマが計算された場合は true を返し、それ以外の場合は false を返
します。このメソッドが false を返した場合、schema メソッドを呼び出すには、この DynamicFrame の
レコードを再び渡す必要があります。

Def javaToPython
def javaToPython : JavaRDD[Array[Byte]]

Def join
def join( keys1 : Seq[String],
keys2 : Seq[String],
frame2 : DynamicFrame,
transformationContext : String = "",
callSite : CallSite = CallSite("Not provided", ""),
stageThreshold : Long = 0,
totalThreshold : Long = 0
) : DynamicFrame

• keys1 - 結合に使用するこの DynamicFrame の列。
• keys2 – 結合に使用する frame2 の列。keys1 と同じ長さにする必要があります。
• frame2 - 結合の対象になる DynamicFrame。
指定したキーを使用して frame2 との等結合を行った結果を返します。

Def map
def map( f : DynamicRecord => DynamicRecord,
errorMsg : String = "",
transformationContext : String = "",
callSite : CallSite = CallSite("Not provided", ""),
stageThreshold : Long = 0,
totalThreshold : Long = 0
) : DynamicFrame

指定した関数 "f" をこの DynamicFrame の各レコードに適用することで生成された新しい
DynamicFrame を返します。
このメソッドは、指定した関数を適用する前に各レコードをコピーするため、レコードを安全に変更でき
ます。特定のレコードでマッピング関数から例外がスローされた場合、そのレコードはエラーとしてマー
クされ、スタックトレースがエラーレコードの列として保存されます。

Def mergeDynamicFrames
def mergeDynamicFrames( stageDynamicFrame: DynamicFrame,
transformationContext: String = "",
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options: JsonOptions = JsonOptions.empty, callSite: CallSite =
CallSite("Not provided"),
stageThreshold: Long = 0, totalThreshold: Long = 0): DynamicFrame

• stageDynamicFrame – マージするステージング DynamicFrame。
• primaryKeys – ソースおよびステージング DynamicFrame からのレコードを照合するプライマリキー
フィールドのリスト。
• transformationContext – 現在の変換に関するメタデータを取得するために使用される一意の文字
列 (オプション)。
• options – この変換に関する追加情報を提供する JSON の名前と値のペアを示す文字列。
• callSite – エラーレポートのコンテキスト情報を提供するために使用します。
• stageThreshold — A Long。指定された変換で処理がエラーアウトする必要があるエラーの数。
• totalThreshold — A Long。この変換までで処理がエラーアウトする必要があるエラーの合計数。
レコードを識別するために、この DynamicFrame を指定されたプライマリキーに基づくステージング
DynamicFrame とマージします。重複レコード（同じプライマリキーを持つレコード）は重複除外され
ません。ステージングフレームに一致するレコードがない場合、すべてのレコード（重複を含む）がソー
スから保持されます。ステージングフレームに一致するレコードがある場合、ステージングフレームのレ
コードによって、AWS Glue のソースのレコードが上書きされます。
以下の場合、返される DynamicFrame にはレコード A が含まれます。
1. A がソースフレームとステージングフレームの両方に存在する場合、ステージングフレームの A が返さ
れます。
2. A がソーステーブルにあり、A.primaryKeys が stagingDynamicFrame にない場合（これは、ス
テージングテーブルで A が更新されていないことを意味します）。
ソースフレームとステージングフレームが、同じスキーマを持つ必要はありません。

Example
val mergedFrame: DynamicFrame = srcFrame.mergeDynamicFrames(stageFrame, Seq("id1", "id2"))

Def printSchema
def printSchema : Unit

この DynamicFrame のスキーマを、人間が判読できる形式で stdout に出力します。

Def recomputeSchema
def recomputeSchema : Schema

スキーマの再計算を強制します。これには、データのスキャンが必要ですが、現在のスキーマの一部の
フィールドがデータにない場合、スキーマが "強化" される場合があります。
再計算されたスキーマを返します。

Def relationalize
def relationalize( rootTableName : String,
stagingPath : String,
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options : JsonOptions
transformationContext
callSite : CallSite =
stageThreshold : Long
totalThreshold : Long
) : Seq[DynamicFrame]

= JsonOptions.empty,
: String = "",
CallSite("Not provided"),
= 0,
= 0

• rootTableName – 出力の基本 DynamicFrame に使用する名前。ピボット配列によって作成される
DynamicFrame は、この名前をプレフィックスとして使用します。
• stagingPath – 中間データを書き込む Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) のパス。
• options – Relationalize のオプションと設定。現在使用されていません。
すべてのネストされた構造をフラット化し、配列を個別のテーブルにピボットします。
このオペレーションでは、リレーショナルデータベースに取り込むための深くネストされたデータを準
備できます。ネストされた構造体は、ネスト解除 (p. 645) 変換と同じ方法でフラット化されます。さら
に、配列は個別のテーブルにピボットされ、各配列要素が行になります。例えば、以下のデータを含む
DynamicFrame があるとします。
{"name": "Nancy", "age": 47, "friends": ["Fred", "Lakshmi"]}
{"name": "Stephanie", "age": 28, "friends": ["Yao", "Phil", "Alvin"]}
{"name": "Nathan", "age": 54, "friends": ["Nicolai", "Karen"]}

以下の コードを実行します。
{{{
df.relationalize("people", "s3:/my_bucket/my_path", JsonOptions.empty)
}}}

これにより、2 つのテーブルが生成されます。最初のテーブルは "people" という名前で、内容は以下のと
おりです。
{{{
{"name": "Nancy", "age": 47, "friends": 1}
{"name": "Stephanie", "age": 28, "friends": 2}
{"name": "Nathan", "age": 54, "friends": 3)
}}}

ここで、友人の配列は自動生成された結合キーに置き換えられています。別のテーブルは
people.friends という名前で、以下の内容で作成されます。
{{{
{"id":
{"id":
{"id":
{"id":
{"id":
{"id":
{"id":
}}}

1,
1,
2,
2,
2,
3,
3,

"index":
"index":
"index":
"index":
"index":
"index":
"index":

0,
1,
0,
1,
2,
0,
1,

"val":
"val":
"val":
"val":
"val":
"val":
"val":

"Fred"}
"Lakshmi"}
"Yao"}
"Phil"}
"Alvin"}
"Nicolai"}
"Karen"}

このテーブルで、"id" は配列要素の元のレコードを識別する結合キーです。"index" は元の配列内の位置
を参照します。"val" は実際の配列エントリです。
relationalize メソッドは、このプロセスをすべての配列に再帰的に適用することで作成した
DynamicFrame のシーケンスを返します。
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Note
AWS Glue ライブラリは、新しいテーブルの結合キーを自動的に生成します。ジョブの実行間で
結合キーが必ず一意になるように、ジョブのブックマークを有効にする必要があります。

Def renameField
def renameField( oldName : String,
newName : String,
transformationContext
callSite : CallSite =
stageThreshold : Long
totalThreshold : Long
) : DynamicFrame

: String = "",
CallSite("Not provided", ""),
= 0,
= 0

• oldName – 列の元の名前。
• newName – 列の新しい名前。
指定したフィールドの名前が変更された新しい DynamicFrame を返します。
このメソッドを使用して、ネストされたフィールドの名前を変更できます。例えば、以下のコードはアド
レス構造体内の state の名前を state_code に変更します。
{{{
df.renameField("address.state", "address.state_code")
}}}

Def repartition
def repartition( numPartitions : Int,
transformationContext
callSite : CallSite =
stageThreshold : Long
totalThreshold : Long
) : DynamicFrame

: String = "",
CallSite("Not provided", ""),
= 0,
= 0

numPartitions パーティションを含む新しい DynamicFrame を返します。

Def resolveChoice
def resolveChoice( specs : Seq[Product2[String, String]] = Seq.empty[ResolveSpec],
choiceOption : Option[ChoiceOption] = None,
database : Option[String] = None,
tableName : Option[String] = None,
transformationContext : String = "",
callSite : CallSite = CallSite("Not provided", ""),
stageThreshold : Long = 0,
totalThreshold : Long = 0
) : DynamicFrame

• choiceOption - 仕様シーケンスに列挙されていない ChoiceType 列に適用するアクション。
• database – match_catalog アクションで使用する Data Catalog データベース。
• tableName – match_catalog アクションで使用する Data Catalog テーブル。
1 つ以上の ChoiceType をより限定されたタイプに置き換えて新しい DynamicFrame を返します。
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resolveChoice を使用するには 2 つの方法があります。最初の方法では、特定の列のシーケンスと解決
方法を指定します。これらは (列、アクション) ペアで構成されたタプルとして指定します。
以下のアクションを指定できます。
• cast:type – すべての値を指定した型にキャストしようとします。
• make_cols – それぞれの異なるタイプを columnName_type という名前の列に変換します。
• make_struct – 列を各区別型のキーを持つ構造体に変換します。
• project:type - 指定した型の値のみを保持します。
resolveChoice のもう 1 つのモードでは、すべての ChoiceType に対して単一の解決策を指定しま
す。このモードは、実行前に ChoiceType の完全なリストが不明な場合に使用できます。このモードで
は、上記のアクションに加えて、以下のアクションもサポートされています。
• match_catalogChoiceType – 指定したカタログテーブルの対応するタイプへの各 のキャストを試行
します。
例:
user.id 列を解決するために int にキャストし、address フィールドで構造体のみを保持します。
{{{
df.resolveChoice(specs = Seq(("user.id", "cast:int"), ("address", "project:struct")))
}}}

すべての ChoiceType を解決するために、各選択肢を別個の列に変換します。
{{{
df.resolveChoice(choiceOption = Some(ChoiceOption("make_cols")))
}}}

すべての ChoiceType を解決するために、指定したカタログテーブルのタイプにキャストします。
{{{
df.resolveChoice(choiceOption = Some(ChoiceOption("match_catalog")),
database = Some("my_database"),
tableName = Some("my_table"))
}}}

Def schema
def schema : Schema

この DynamicFrame のスキーマを返します。
返されたスキーマには必ず、この DynamicFrame のレコードにあるすべてのフィールドが含まれます。
しかし、その他のフィールドが含まれる場合がまれにあります。ネスト解除 (p. 645) メソッドを使用し
て、この DynamicFrame のレコードに基づいてスキーマを "強化" できます。

Def selectField
def selectField( fieldName : String,
transformationContext : String = "",
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callSite : CallSite = CallSite("Not provided", ""),
stageThreshold : Long = 0,
totalThreshold : Long = 0
) : DynamicFrame

単一のフィールドを DynamicFrame として返します。

Def selectFields
def selectFields( paths : Seq[String],
transformationContext
callSite : CallSite =
stageThreshold : Long
totalThreshold : Long
) : DynamicFrame

: String = "",
CallSite("Not provided", ""),
= 0,
= 0

• paths - 選択する列名のシーケンス。
指定した列を含む新しい DynamicFrame を返します。

Note
selectFields メソッドでは、最上位の列のみを選択できます。applyMapping (p. 634) メソッ
ドでは、ネストされた列を選択できます。

Def show
def show( numRows : Int = 20 ) : Unit

• numRows - 出力する行の数。
この DynamicFrame の行を JSON 形式で出力します。

Def spigot
def spigot( path : String,
options : JsonOptions
transformationContext
callSite : CallSite =
stageThreshold : Long
totalThreshold : Long
) : DynamicFrame

= new JsonOptions("{}"),
: String = "",
CallSite("Not provided"),
= 0,
= 0

同じレコードを返すが、副作用としてレコードのサブセットを書き出すパススルー変換。
• path – 出力を s3://bucket//path 形式で書き込む先の Amazon S3 のパス。
• options - サンプリング動作を記述するオプションの JsonOptions マップ。
このレコードと同じレコードを含む DynamicFrame を返します。
デフォルトでは、path で指定した場所に任意の 100 レコードを書き込みます。この動作は、options
マップを使用してカスタマイズできます。有効なキーは以下のとおりです。
• topk – 書き出されるレコードの総数を指定します。デフォルトは 100 です。
• prob – 各レコードを含める確率を (小数として) 指定します。デフォルトは1です。
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例えば、以下の呼び出しでは、データセットをサンプリングするために、20 パーセントの確率で各レコー
ドを選択し、200 レコードを書き出した後で停止します。
{{{
df.spigot("s3://my_bucket/my_path", JsonOptions(Map("topk" -&gt; 200, "prob" -&gt; 0.2)))
}}}

Def splitFields
def splitFields( paths : Seq[String],
transformationContext
callSite : CallSite =
stageThreshold : Long
totalThreshold : Long
) : Seq[DynamicFrame]

: String = "",
CallSite("Not provided", ""),
= 0,
= 0

• paths - 最初の DynamicFrame に含めるパス。
2 つの DynamicFrame のシーケンスを返します。DynamicFrame の 1 つ目には指定したパスが含ま
れ、2 つ目には他のすべての列が含まれます。
例
この例では、persons Glue Data Catalog の legislators データベースの AWS テーブルから作成した
DynamicFrame を 2 つに分割し、指定したフィールドを 1 つ目の DynamicFrame に、残りのフィールドを
2 つ目の DynamicFrame に配置しています。次に、結果から最初の DynamicFrame を選択します。
val InputFrame = glueContext.getCatalogSource(database="legislators", tableName="persons",
transformationContext="InputFrame").getDynamicFrame()
val SplitField_collection = InputFrame.splitFields(paths=Seq("family_name", "name",
"links.note",
"links.url", "gender", "image", "identifiers.scheme", "identifiers.identifier",
"other_names.lang",
"other_names.note", "other_names.name"), transformationContext="SplitField_collection")
val ResultFrame = SplitField_collection(0)

Def splitRows
def splitRows( paths : Seq[String],
values : Seq[Any],
operators : Seq[String],
transformationContext : String,
callSite : CallSite,
stageThreshold : Long,
totalThreshold : Long
) : Seq[DynamicFrame]

列と定数を比較する述語に基づいて行を分割します。
• paths - 比較に使用する列。
• values - 比較に使用する定数値。
• operators - 比較に使用する演算子。
2 つの DynamicFrame のシーケンスを返します。1 つ目には述語が true の行を含め、2 つ目には述語が
false の行を含めます。
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述語を指定するには 3 つのシーケンスを使用します。"paths" には、ネストされている可能性がある列の
名前を含め、"'values' には、比較する定数値を含め、"operators" には、比較に使用する演算子を含め
ます。3 つすべてのシーケンスを同じ長さにする必要があります。n 演算子では、n 番目の列を n 番目の
値と比較します。
各演算子は "!="、"="、"<="、"<"、">="、">" のいずれかにする必要があります。
以下の呼び出しの例では、DynamicFrame を分割し、1 つ目の出力フレームには米国の 65 才を超える
人々のレコード、2 つ目には他のすべてのレコードを含めています。
{{{
df.splitRows(Seq("age", "address.country"), Seq(65, "USA"), Seq("&gt;=", "="))
}}}

Def stageErrorsCount
def stageErrorsCount

この DynamicFrame の計算中に生じたエラーレコードの数を返します。この DynamicFrame に入力とし
て渡した以前のオペレーションのエラーは含まれません。

Def toDF
def toDF( specs : Seq[ResolveSpec] = Seq.empty[ResolveSpec] ) : DataFrame

この DynamicFrame を、同じスキーマとレコードを含む Apache Spark SQL DataFrame に変換します。

Note
DataFrame は ChoiceType をサポートしていないため、このメソッドは ChoiceType 列
を StructType に自動的に変換します。選択肢の解決の詳細とオプションについては、
「resolveChoice (p. 640)」を参照してください。

Def unbox
def unbox( path : String,
format : String,
optionString : String
transformationContext
callSite : CallSite =
stageThreshold : Long
totalThreshold : Long
) : DynamicFrame

= "{}",
: String = "",
CallSite("Not provided"),
= 0,
= 0

• path – 解析する列。文字列またはバイナリにする必要があります。
• format – 解析に使用する形式。
• optionString – 形式に渡すオプション (CSV 区切り記号など)。
指定した形式に従って、埋め込まれた文字列またはバイナリ列を解析します。解析された列は、元の列名
で構造体の下にネストされます。
例えば、JSON 列が埋め込まれた CSV ファイルがあるとします。
name, age, address
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Sally, 36, {"state": "NE", "city": "Omaha"}
...

最初の解析の後、以下のスキーマを含む DynamicFrame を取得します。
{{{
root
|-- name: string
|-- age: int
|-- address: string
}}}

アドレス列で unbox を呼び出して、特定のコンポーネントを解析できます。
{{{
df.unbox("address", "json")
}}}

これにより、以下のスキーマを含む DynamicFrame を取得します。
{{{
root
|-- name: string
|-- age: int
|-- address: struct
|
|-- state: string
|
|-- city: string
}}}

Def unnest
def unnest( transformationContext
callSite : CallSite =
stageThreshold : Long
totalThreshold : Long
) : DynamicFrame

: String = "",
CallSite("Not Provided"),
= 0,
= 0

すべてのネストされた構造体が平坦化された新しい DynamicFrame を返します。名前は "." (ピリオド) 文
字を使用して生成されます。
例えば、以下のスキーマを含む DynamicFrame があるとします。
{{{
root
|-- name: string
|-- age: int
|-- address: struct
|
|-- state: string
|
|-- city: string
}}}

次の呼び出しでアドレス構造体がネスト解除されます。
{{{
df.unnest()
}}}
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その結果、スキーマは以下のようになります。
{{{
root
|-- name: string
|-- age: int
|-- address.state: string
|-- address.city: string
}}}

このメソッドはまた、配列内でネストされた構造体をネスト解除しません。しかしこれまでの慣習上、そ
のようなフィールドの名前の前には、外側の配列の名前と ".val" が付けられます。

Def unnestDDBJson
unnestDDBJson(transformationContext : String = "",
callSite : CallSite = CallSite("Not Provided"),
stageThreshold : Long = 0,
totalThreshold : Long = 0): DynamicFrame

特に DynamoDB JSON 構造体内にある DynamicFrame でネスト化された列をネスト解除すると、新しく
ネスト解除された DynamicFrame が返されます。構造体型の配列のある列は、ネスト解除されません。
これは、通常の unnest 変換とは異なる特殊なタイプのネスト解除変換で、データが DynamoDB JSON
構造体に格納されている必要があることに注意してください。詳細については、「DynamoDB JSON」を
参照してください。
例えば、DynamoDB JSON 構造体のあるエクスポートを読み取るスキーマは次のようになります。
root
|-- Item: struct
|
|-- ColA: struct
|
|
|-- S: string
|
|-- ColB: struct
|
|
|-- S: string
|
|-- ColC: struct
|
|
|-- N: string
|
|-- ColD: struct
|
|
|-- L: array
|
|
|
|-- element: null

unnestDDBJson() 変換は、以下のように変換します。
root
|-- ColA: string
|-- ColB: string
|-- ColC: string
|-- ColD: array
|
|-- element: null

次のコード例は、AWS Glue DynamoDB エクスポートコネクタを使用し、DynamoDB JSON unnest を呼
び出し、パーティションの数を表示します。
import
import
import
import
import
import

com.amazonaws.services.glue.GlueContext
com.amazonaws.services.glue.util.GlueArgParser
com.amazonaws.services.glue.util.Job
com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
com.amazonaws.services.glue.DynamoDbDataSink
org.apache.spark.SparkContext
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import scala.collection.JavaConverters._
object GlueApp {
def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
val glueContext = new GlueContext(SparkContext.getOrCreate())
val args = GlueArgParser.getResolvedOptions(sysArgs, Seq("JOB_NAME").toArray)
Job.init(args("JOB_NAME"), glueContext, args.asJava)
val dynamicFrame = glueContext.getSourceWithFormat(
connectionType = "dynamodb",
options = JsonOptions(Map(
"dynamodb.export" -> "ddb",
"dynamodb.tableArn" -> "<test_source>",
"dynamodb.s3.bucket" -> "<bucket name>",
"dynamodb.s3.prefix" -> "<bucket prefix>",
"dynamodb.s3.bucketOwner" -> "<account_id of bucket>",
))
).getDynamicFrame()
val unnested = dynamicFrame.unnestDDBJson()
print(unnested.getNumPartitions())
}

Job.commit()

}

Def withFrameSchema
def withFrameSchema( getSchema : () => Schema ) : DynamicFrame

• getSchema – 使用するスキーマを返す関数。高価である可能性が高い計算を延期するために、パラメー
タがゼロである関数として指定します。
この DynamicFrame のスキーマを、指定した値に設定します。高価なスキーマの再計算を回避するため
に主に内部で使用されます。渡すスキーマには、データ内に存在するすべての列を含める必要がありま
す。

Def withName
def withName( name : String ) : DynamicFrame

• name - 使用する新しい名前。
この DynamicFrame のコピーを新しい名前で返します。

Def withTransformationContext
def withTransformationContext( ctx : String ) : DynamicFrame

この DynamicFrame のコピーを、指定した変換コンテキストで返します。

DynamicFrame オブジェクト
パッケージ: com.amazonaws.services.glue
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object DynamicFrame

Def apply
def apply( df : DataFrame,
glueContext : GlueContext
) : DynamicFrame

Def emptyDynamicFrame
def emptyDynamicFrame( glueContext : GlueContext ) : DynamicFrame

Def fromPythonRDD
def fromPythonRDD( rdd : JavaRDD[Array[Byte]],
glueContext : GlueContext
) : DynamicFrame

Def ignoreErrors
def ignoreErrors( fn : DynamicRecord => DynamicRecord ) : DynamicRecord

Def inlineErrors
def inlineErrors( msg : String,
callSite : CallSite
) : (DynamicRecord => DynamicRecord)

Def newFrameWithErrors
def newFrameWithErrors( prevFrame : DynamicFrame,
rdd : RDD[DynamicRecord],
name : String = "",
transformationContext : String = "",
callSite : CallSite,
stageThreshold : Long,
totalThreshold : Long
) : DynamicFrame

AWS Glue Scala DynamicRecord クラス
トピック
• def addField (p. 649)
• def dropField (p. 649)
• def setError (p. 650)
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• def isError (p. 650)
• def getError (p. 650)
• def clearError (p. 650)
• def write (p. 650)
• def readFields (p. 650)
• def clone (p. 650)
• def schema (p. 650)
• def getRoot (p. 651)
• def toJson (p. 651)
• def getFieldNode (p. 651)
• def getField (p. 651)
• def hashCode (p. 651)
• def equals (p. 651)
• DynamicRecord オブジェクト (p. 651)
• RecordTraverser 特性 (p. 652)
パッケージ: com.amazonaws.services.glue
class DynamicRecord extends Serializable with Writable with Cloneable

DynamicRecord は、処理対象のデータセット内のデータ行を表す自己記述型のデータ構造体です。自己
記述型とは、DynamicRecord が表す行のスキーマを、レコード自体を検査することで取得できるという
意味です。DynamicRecord は Apache Spark の Row に似ています。

def addField
def addField( path : String,
dynamicNode : DynamicNode
) : Unit

指定したパスに DynamicNode (p. 667) を追加します。
• path - 追加するフィールドのパス。
• dynamicNode - 指定したパスに追加する DynamicNode (p. 667)。

def dropField
def dropField(path: String, underRename: Boolean = false): Option[DynamicNode]

指定したパスに配列がない場合は、指定したパスから DynamicNode (p. 667) を削除し、削除したノード
を返します。
• path - 削除するフィールドへのパス。
• underRenamedropField – 名前変更の変換の一部として が呼び出された場合は true、それ以外の場合
は false (デフォルトは false)。
scala.Option Option (DynamicNode (p. 667)) を返します。
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def setError
def setError( error : Error )

error パラメータの指定に従って、このレコードをエラーレコードとして設定します。
戻り値は DynamicRecord。

def isError
def isError

このレコードがエラーレコードであるかどうかを確認します。

def getError
def getError

レコードがエラーレコードである場合、Error を受け取ります。このレコードがエラーレコードである場
合は scala.Some Some (エラー) を返し、それ以外の場合は scala.None を返します。

def clearError
def clearError

Error を scala.None.None に設定します。

def write
override def write( out : DataOutput ) : Unit

def readFields
override def readFields( in : DataInput ) : Unit

def clone
override def clone : DynamicRecord

このレコードを新しい DynamicRecord に複製し、返します。

def schema
def schema

レコードを検査して Schema を取得します。
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def getRoot
def getRoot : ObjectNode

レコードのルート ObjectNode を取得します。

def toJson
def toJson : String

レコードの JSON 文字列を取得します。

def getFieldNode
def getFieldNode( path : String ) : Option[DynamicNode]

DynamicNode のオプションとして指定した path でフィールドの値を取得します。
フィールドが存在する場合は scala.Some Some(DynamicNode (p. 667)) を返し、それ以外の場合は
scala.None.None を返します。

def getField
def getField( path : String ) : Option[Any]

DynamicNode のオプションとして指定した path でフィールドの値を取得します。
scala.Some Some (値) を返します。

def hashCode
override def hashCode : Int

def equals
override def equals( other : Any )

DynamicRecord オブジェクト
object DynamicRecord

def apply
def apply( row : Row,
schema : SparkStructType )

メソッドを適用して Apache Spark SQL Row を DynamicRecord (p. 648) に変換します。
• row – Spark SQL Row。
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• schema – 行の Schema。
戻り値は DynamicRecord。

RecordTraverser 特性
trait
def
def
def
def
def
def
def
def
def
def
def
def
def
def
def
def
def
def
def
def
def
}

RecordTraverser {
nullValue(): Unit
byteValue(value: Byte): Unit
binaryValue(value: Array[Byte]): Unit
booleanValue(value: Boolean): Unit
shortValue(value: Short) : Unit
intValue(value: Int) : Unit
longValue(value: Long) : Unit
floatValue(value: Float): Unit
doubleValue(value: Double): Unit
decimalValue(value: BigDecimal): Unit
stringValue(value: String): Unit
dateValue(value: Date): Unit
timestampValue(value: Timestamp): Unit
objectStart(length: Int): Unit
objectKey(key: String): Unit
objectEnd(): Unit
mapStart(length: Int): Unit
mapKey(key: String): Unit
mapEnd(): Unit
arrayStart(length: Int): Unit
arrayEnd(): Unit

AWS Glue Scala GlueContext API
パッケージ: com.amazonaws.services.glue
class GlueContext extends SQLContext(sc) (
@transient val sc : SparkContext,
val defaultSourcePartitioner : PartitioningStrategy )

GlueContext は、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) や、AWS Glue Data Catalog、JDBC
その他との間で、DynamicFrame (p. 632) の読み取りと書き込みを行うためのエントリポイントで
す。このクラスが提供するユーティリティ関数によって DataSource 特性 (p. 631) オブジェクトと
DataSink (p. 629) オブジェクトが作成され、これらのオブジェクトを使用して DynamicFrame を読み
書きできます。
また、ソースから作成されたパーティションの数がパーティションの最小しきい値 (デフォルトは 10) 未
満の場合は、DynamicFrame で GlueContext を使用してパーティションのターゲット数 (デフォルトは
20) を設定することもできます。

def addIngestionTimeColumns
def addIngestionTimeColumns(
df : DataFrame,
timeGranularity : String = "") : dataFrame

入力 DataFrame への取り込み時間列
(ingest_year、ingest_month、ingest_day、ingest_hour、ingest_minute) を追加しま
す。Amazon S3 の Data Catalog テーブルをターゲットとして指定する場合、この関数は、AWS Glue に
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より生成されたスクリプト内で自動的に生成されます。この関数は、出力テーブル上で、取り込み時間列
があるパーティションを自動的に更新します。これにより、入力データに明示的な取り込み時間列を指定
しなくても、取り込み時間において出力データの自動的なパーティション化が行えます。
• dataFrame – 取り込み時間列の追加先である dataFrame。
• timeGranularity – 時間列の詳細度。有効な値は「day」、「hour」、および「minute」で
す。例えば、関数に対し「hour」が渡された場合、元の dataFrame は「ingest_year」、
「ingest_month」、「ingest_day」に加え「ingest_hour」の時間列を持つことになります。
時間の詳細度列を追加した後、そのデータフレームを返します。
例:
glueContext.addIngestionTimeColumns(dataFrame, "hour")

def createDataFrameFromOptions
def createDataFrameFromOptions( connectionType : String,
connectionOptions : JsonOptions,
transformationContext : String = "",
format : String = null,
formatOptions : JsonOptions = JsonOptions.empty
) : DataSource

指定された接続と形式で作成された DataFrame を返します。この関数は、AWS Glue のストリーミング
ソースのみで使用してください。
• connectionType – ストリーミング接続タイプ。有効な値は、kinesis および kafka です。
• connectionOptions – 接続オプション。これは、Kinesis と Kafka で異なります。各ストリーミン
グデータソースのすべての接続オプションの一覧は、AWS Glue での ETL の接続タイプとオプショ
ン (p. 678) で確認いただけます。ストリーミング接続オプションについては、以下の違いに注意して
ください。
• Kinesis ストリーミングのソースには streamARN、startingPosition、inferSchema、および
classification が必要です。
• Kafka ストリーミングのソースには
connectionName、topicName、startingOffsets、inferSchema、および classification
が必要です。
• transformationContext – 使用する変換コンテキスト (オプション)。
• format – 形式の仕様 (オプション)。Amazon S3 や、複数のフォーマットをサポートする AWS Glue 接
続の場合に使用します。サポートされる形式については、「AWS Glue での入出力のデータ形式に関す
るオプション (p. 707)」を参照してください。
• formatOptions – 指定された形式に関するオプション。サポートされる形式オプションについては、
「データ形式に関するオプション (p. 707)」を参照してください。
Amazon Kinesis ストリーミングソースの例:
val data_frame_datasource0 =
glueContext.createDataFrameFromOptions(transformationContext = "datasource0",
connectionType = "kinesis",
connectionOptions = JsonOptions("""{"streamName": "example_stream", "startingPosition":
"TRIM_HORIZON", "inferSchema": "true", "classification": "json"}}"""))

Kafka ストリーミングソースの例：
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val data_frame_datasource0 =
glueContext.createDataFrameFromOptions(transformationContext = "datasource0",
connectionType = "kafka",
connectionOptions = JsonOptions("""{"connectionName": "example_connection", "topicName":
"example_topic", "startingPosition": "earliest", "inferSchema": "false", "classification":
"json", "schema":"`column1` STRING, `column2` STRING"}"""))

forEachBatch
forEachBatch(frame, batch_function, options)
ストリーミングソースから読み取られるすべてのマイクロバッチに渡される、batch_function を適用
します。
• frame – 現在のマイクロバッチを含む DataFrame。
• batch_function – すべてのマイクロバッチに適用される関数。
• options – マイクロバッチの処理方法に関する情報を保持している、キーと値のペアの集合。以下のよ
うな必須オプションがあります。
• windowSize – 各バッチの処理にかかる時間。
• checkpointLocation – ストリーミング ETL ジョブ用に、チェックポイントが格納される場所。
• batchMaxRetries – 失敗した場合にこのバッチを再試行する最大回数。デフォルト値は 3 です。こ
のオプションは、Glue バージョン 2.0 以降でのみ設定可能です。
例:
glueContext.forEachBatch(data_frame_datasource0, (dataFrame: Dataset[Row], batchId: Long)
=>
{
if (dataFrame.count() > 0)
{
val datasource0 = DynamicFrame(glueContext.addIngestionTimeColumns(dataFrame,
"hour"), glueContext)
// @type: DataSink
// @args: [database = "tempdb", table_name = "fromoptionsoutput",
stream_batch_time = "100 seconds",
//
stream_checkpoint_location = "s3://from-options-testing-eu-central-1/
fromOptionsOutput/checkpoint/",
//
transformation_ctx = "datasink1"]
// @return: datasink1
// @inputs: [frame = datasource0]
val options_datasink1 = JsonOptions(
Map("partitionKeys" -> Seq("ingest_year", "ingest_month","ingest_day",
"ingest_hour"),
"enableUpdateCatalog" -> true))
val datasink1 = glueContext.getCatalogSink(
database = "tempdb",
tableName = "fromoptionsoutput",
redshiftTmpDir = "",
transformationContext = "datasink1",
additionalOptions = options_datasink1).writeDynamicFrame(datasource0)
}
}, JsonOptions("""{"windowSize" : "100 seconds",
"checkpointLocation" : "s3://from-options-testing-eu-central-1/fromOptionsOutput/
checkpoint/"}"""))

def getCatalogSink
def getCatalogSink( database : String,
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tableName : String,
redshiftTmpDir : String = "",
transformationContext : String = ""
additionalOptions: JsonOptions = JsonOptions.empty,
catalogId: String = null
) : DataSink

Data Catalog で定義されているテーブル内の指定した場所に書き込みを行う DataSink (p. 629) を作成し
ます。
• database – Data Catalog 内のデータベース名。
• tableName – Data Catalog 内のテーブル名。
• redshiftTmpDir – 特定のデータシンクで使用する一時的なステージングディレクトリ。デフォルトで
は空に設定されます。
• transformationContext – ジョブのブックマークで使用されるシンクに関連付けられた変換コンテ
キスト。デフォルトでは空に設定されます。
• additionalOptions – AWS Glue で使用する追加のオプション。
• catalogId – 現在アクセスされている Data Catalog のカタログ ID (アカウント ID)。null の場合は、呼
び出し元のアカウント ID のデフォルトが使用されます。
戻り値は DataSink。

def getCatalogSource
def getCatalogSource( database : String,
tableName : String,
redshiftTmpDir : String = "",
transformationContext : String = ""
pushDownPredicate : String = " "
additionalOptions: JsonOptions = JsonOptions.empty,
catalogId: String = null
) : DataSource

Data Catalog のテーブル定義からデータを読み取る DataSource 特性 (p. 631) を作成します。
• database – Data Catalog 内のデータベース名。
• tableName – Data Catalog 内のテーブル名。
• redshiftTmpDir – 特定のデータシンクで使用する一時的なステージングディレクトリ。デフォルトで
は空に設定されます。
• transformationContext – ジョブのブックマークで使用されるシンクに関連付けられた変換コンテ
キスト。デフォルトでは空に設定されます。
• pushDownPredicate – データセットのすべてのファイルをリストアップして読み取る必要がないフィ
ルタパーティション。詳しくは、「プッシュダウン述語を使用した事前フィルタ処理 (p. 733)」を参照
してください。

• additionalOptions - オプションの名前と値のペアのコレクション。AWS Glue で
の ETL の接続タイプとオプション (p. 678) でリストされている使用可能なオプション
(endpointUrl、streamName、bootstrap.servers、security.protocol、topicName、classification、
および delimiter を除く)。別のオプションとして、catalogPartitionPredicate もサポートされ
ています。
catalogPartitionPredicate – カタログ式を渡して、インデックス列に基づいたフィルタリ
ングができます。これにより、フィルタリングをサーバー側で処理できます。詳細については、
「AWS Glue パーティションインデックス」を参照してください。push_down_predicate と
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catalogPartitionPredicate では、異なる構文が使用されることに注意してください。前者では
Spark SQL の標準構文を使用し、後者では JSQL パーサーを使用します。
• catalogId – 現在アクセスされている Data Catalog のカタログ ID (アカウント ID)。null の場合は、呼
び出し元のアカウント ID のデフォルトが使用されます。
戻り値は DataSource。
ストリーミングソースの例
val data_frame_datasource0 = glueContext.getCatalogSource(
database = "tempdb",
tableName = "test-stream-input",
redshiftTmpDir = "",
transformationContext = "datasource0",
additionalOptions = JsonOptions("""{
"startingPosition": "TRIM_HORIZON", "inferSchema": "false"}""")
).getDataFrame()

def getJDBCSink
def getJDBCSink( catalogConnection : String,
options : JsonOptions,
redshiftTmpDir : String = "",
transformationContext : String = "",
catalogId: String = null
) : DataSink

Data Catalog 内の Connection オブジェクトに指定されている、JDBC データベースに対し書き込みを
行う DataSink (p. 629) を作成します。Connection オブジェクトには、URL、ユーザー名、パスワー
ド、VPC、サブネット、セキュリティグループなど、JDBC シンクに接続するための情報があります。
• catalogConnection – 書き込み先の JDBC URL を含む Data Catalog の接続名。
• options – JDBC データストアへの書き込みに必要な追加情報を提供する、名前/値ペアを示す JSON
形式の文字列。これには、以下のものが含まれます：
• dbtable (必須) - JDBC テーブルの名前。データベース内でスキーマをサポートする JDBC データスト
アの場合、schema.table-name を指定します。スキーマを指定しない場合、デフォルトの「パブ
リック」スキーマが使用されます。次の例では、test_db データベースの test という名前のスキー
マおよび test_table という名前のテーブルを指すオプションパラメータを示します。
options = JsonOptions("""{"dbtable": "test.test_table", "database": "test_db"}""")

• database (必須) - JDBC データベースの名前。
• その他のオプションはすべて SparkSQL JDBC ライターに直接渡されます。詳細については、
「Redshift data source for Spark」を参照してください。
• redshiftTmpDir – 特定のデータシンクで使用する一時的なステージングディレクトリ。デフォルトで
は空に設定されます。
• transformationContext – ジョブのブックマークで使用されるシンクに関連付けられた変換コンテ
キスト。デフォルトでは空に設定されます。
• catalogId – 現在アクセスされている Data Catalog のカタログ ID (アカウント ID)。null の場合は、呼
び出し元のアカウント ID のデフォルトが使用されます。
コード例:
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getJDBCSink(catalogConnection = "my-connection-name", options = JsonOptions("""{"dbtable":
"my-jdbc-table", "database": "my-jdbc-db"}"""), redshiftTmpDir = "", transformationContext
= "datasink4")

戻り値は DataSink。

def getSink
def getSink( connectionType : String,
connectionOptions : JsonOptions,
transformationContext : String = ""
) : DataSink

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) や、JDBC、または AWS Glue Data Catalog などに対し
データを書き込む DataSink (p. 629) を作成します。
• connectionType - 接続のタイプ。「the section called “接続パラメータ” (p. 678)」を参照してくださ
い。
• connectionOptions – データシンクとの接続を確立するための追加情報を提供する JSON 形式の名前
と値のペアの文字列。「the section called “接続パラメータ” (p. 678)」を参照してください。
• transformationContext – ジョブのブックマークで使用されるシンクに関連付けられた変換コンテ
キスト。デフォルトでは空に設定されます。
戻り値は DataSink。

def getSinkWithFormat
def getSinkWithFormat( connectionType : String,
options : JsonOptions,
transformationContext : String = "",
format : String = null,
formatOptions : JsonOptions = JsonOptions.empty
) : DataSink

Amazon S3、JDBC、Data Catalog などに対するデータの書き込みと、書き込むデータの形式の設定を行
うための DataSink (p. 629) を作成します。
• connectionType - 接続のタイプ。「the section called “接続パラメータ” (p. 678)」を参照してくださ
い。
• options - データシンクとの接続を確立するための追加情報を提供する JSON 形式の名前/値ペアの文字
列。「the section called “接続パラメータ” (p. 678)」を参照してください。
• transformationContext – ジョブのブックマークで使用されるシンクに関連付けられた変換コンテ
キスト。デフォルトでは空に設定されます。
• format - 書き込み先に書き込むデータの形式。
• formatOptions — 書き込み先でデータをフォーマットするための追加オプションを提供する JSON 形
式の名前と値のペアの文字列。「データ形式に関するオプション (p. 707)」を参照してください。
戻り値は DataSink。

def getSource
def getSource( connectionType : String,
connectionOptions : JsonOptions,
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transformationContext : String = ""
pushDownPredicate
) : DataSource

Amazon S3、JDBC、AWS Glue Data Catalog などのソースからデータを読み取る DataSource 特
性 (p. 631) を作成します。Kafka および Kinesis ストリーミングデータソースもサポートしています。
• connectionType – データソースの型。「the section called “接続パラメータ” (p. 678)」を参照して
ください。
• connectionOptions – データソースとの接続を確立するための追加情報を提供する JSON 形式の名前
と値のペアの文字列。詳細については、「the section called “接続パラメータ” (p. 678)」を参照してく
ださい。
Kinesis ストリーミングソースには、streamARN、startingPosition、inferSchema、および
classification の接続オプションが必要です。
Kafka ストリーミングソースに
は、connectionName、topicName、startingOffsets、inferSchema、および
classification の接続オプションが必要です。
• transformationContext – ジョブのブックマークで使用されるシンクに関連付けられた変換コンテ
キスト。デフォルトでは空に設定されます。
• pushDownPredicate — パーティション列に関する述語です。
戻り値は DataSource。
Amazon Kinesis ストリーミングソースの例:
val kinesisOptions = jsonOptions()
data_frame_datasource0 = glueContext.getSource("kinesis", kinesisOptions).getDataFrame()
private def jsonOptions(): JsonOptions = {
new JsonOptions(
s"""{"streamARN": "arn:aws:kinesis:eu-central-1:123456789012:stream/
fromOptionsStream",
|"startingPosition": "TRIM_HORIZON",
|"inferSchema": "true",
|"classification": "json"}""".stripMargin)
}

Kafka ストリーミングソースの例：
val kafkaOptions = jsonOptions()
val data_frame_datasource0 = glueContext.getSource("kafka", kafkaOptions).getDataFrame()
private def jsonOptions(): JsonOptions = {
new JsonOptions(
s"""{"connectionName": "ConfluentKafka",
|"topicName": "kafka-auth-topic",
|"startingOffsets": "earliest",
|"inferSchema": "true",
|"classification": "json"}""".stripMargin)
}

def getSourceWithFormat
def getSourceWithFormat( connectionType : String,
options : JsonOptions,
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transformationContext : String = "",
format : String = null,
formatOptions : JsonOptions = JsonOptions.empty
) : DataSource

Amazon S3、JDBC、AWS Glue Data Catalog などのソースからのデータ読み取りと、ソースに保存され
ているデータの形式指定を行うための DataSource 特性 (p. 631) を作成します。
• connectionType – データソースの型。「the section called “接続パラメータ” (p. 678)」を参照して
ください。
• options – データソースとの接続を確立するための追加情報を提供する、名前と値のペアを示す JSON
形式の文字列。「the section called “接続パラメータ” (p. 678)」を参照してください。
• transformationContext – ジョブのブックマークで使用するシンクに関連付けられている変換コン
テキスト。デフォルトでは空に設定されます。
• format – ソースに保存されるデータの形式。connectionType が "s3" のときは、format を指定する
こともできます。"avro"、"csv"、"grokLog"、"ion"、"json"、"xml"、"parquet"、"orc" のいずれかになりま
す。
• formatOptions – ソースでデータを解析するための追加オプションを提供する、名前と値ペアを示す
JSON 形式の文字列。「データ形式に関するオプション (p. 707)」を参照してください。
戻り値は DataSource。
例
データソース (Amazon S3 上のコンマ区切り値 (CSV) ファイル) から DynamicFrame を作成します。
val datasource0 = glueContext.getSourceWithFormat(
connectionType="s3",
options =JsonOptions(s"""{"paths": [ "s3://csv/nycflights.csv"]}"""),
transformationContext = "datasource0",
format = "csv",
formatOptions=JsonOptions(s"""{"withHeader":"true","separator": ","}""")
).getDynamicFrame()

データソース (JDBC 接続を使用している PostgreSQL) から DynamicFrame を作成します。
val datasource0 = glueContext.getSourceWithFormat(
connectionType="postgresql",
options =JsonOptions(s"""{
"url":"jdbc:postgresql://databasePostgres-1.rds.amazonaws.com:5432/testdb",
"dbtable": "public.company",
"redshiftTmpDir":"",
"user":"username",
"password":"password123"
}"""),
transformationContext = "datasource0").getDynamicFrame()

データソース (JDBC 接続を使用している MySQL) からDynamicFrameを作成します。
val datasource0 = glueContext.getSourceWithFormat(
connectionType="mysql",
options =JsonOptions(s"""{
"url":"jdbc:mysql://databaseMysql-1.rds.amazonaws.com:3306/testdb",
"dbtable": "athenatest_nycflights13_csv",
"redshiftTmpDir":"",
"user":"username",
"password":"password123"
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}"""),
transformationContext = "datasource0").getDynamicFrame()

def getSparkSession
def getSparkSession : SparkSession

この GlueContext に関連付けられている SparkSession オブジェクトを取得します。この SparkSession
オブジェクトでは、DynamicFrames から作成した DataFrame で使用するテーブルと UDF を登録しま
す。
SparkSession を返します。

def startTransaction
def startTransaction(readOnly: Boolean):String

新しいトランザクションの開始。Lake Formation startTransaction API を内部的に呼び出します。
• readOnly — (Boolean) このトランザクションを読み取り専用にするか、または読み取りおよび書き込
みを行うかを示します。読み取り専用のトランザクション ID を使用した書き込みは拒否されます。読み
取り専用トランザクションはコミットする必要はありません。
トランザクション ID を返します。

def commitTrac
def commitTransaction(transactionId: String, waitForCommit: Boolean): Boolean

指定されたトランザクションをコミットしようとします。commitTransaction トランザクションのコ
ミットが完了する前に戻ることがあります。Lake Formation startTransaction API を内部的に呼び出しま
す。
• transactionId — (文字列) コミットするトランザクション。
• waitForCommit — (ブール値) commitTransaction がすぐに戻るかどうか指定します。デフォルト
値は True です。false の場合、commitTransaction はトランザクションがコミットされるまでポーリ
ングし待機します。最大で 6 回の再試行でエクスポネンシャルバックオフを使用すると、待機時間は 1
分に制限されます。
コミットが完了したかどうかを示すブール値を返します。

def cancelTransaction
def cancelTransaction(transactionId: String): Unit

指定されたトランザクションをキャンセルしようとします。Lake Formation startTransaction API を内部的
に呼び出します。
• transactionId — (文字列) キャンセルするトランザクション。
戻り値は、トランザクションが以前にコミットされた場合は TransactionCommittedException 例外
です。
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def this
def this( sc : SparkContext,
minPartitions : Int,
targetPartitions : Int )

指定した SparkContext、最小パーティション数、ターゲットパーティション数を使用して
GlueContext オブジェクトを作成します。
• sc - SparkContext。
• minPartitions - 最小パーティション数。
• targetPartitions - ターゲットパーティション数。
戻り値は GlueContext。

def this
def this( sc : SparkContext )

渡された SparkContext で GlueContext オブジェクトを作成します。最小限のパーティション数を 10
に設定し、ターゲットパーティション数を 20 に設定します。
• sc - SparkContext。
戻り値は GlueContext。

def this
def this( sparkContext : JavaSparkContext )

渡された JavaSparkContext で GlueContext オブジェクトを作成します。最小限のパーティション数
を 10 に設定し、ターゲットパーティション数を 20 に設定します。
• sparkContext - JavaSparkContext。
戻り値は GlueContext。

MappingSpec
パッケージ: com.amazonaws.services.glue

MappingSpec ケースクラス
case class MappingSpec( sourcePath: SchemaPath,
sourceType: DataType,
targetPath: SchemaPath,
targetType: DataTyp
) extends Product4[String, String, String, String] {
override def _1: String = sourcePath.toString
override def _2: String = ExtendedTypeName.fromDataType(sourceType)
override def _3: String = targetPath.toString
override def _4: String = ExtendedTypeName.fromDataType(targetType)
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}

• sourcePath - ソースフィールドの SchemaPath。
• sourceType - ソースフィールドの DataType。
• targetPath - ターゲットフィールドの SchemaPath。
• targetType - ターゲットフィールドの DataType。
MappingSpec は、ソースパスとソースデータ型から、ターゲットパスとターゲットデータ型へのマッピ
ングを指定します。ソーフフレームのソースパスの値は、ターゲットフレームのターゲットパスに表示さ
れます。ソースデータ型はターゲットデータ型にキャストされます。
Product4 からの拡張であるため、applyMapping インターフェイスで Product4 をすべて処理できま
す。

MappingSpec オブジェクト
object MappingSpec

MappingSpec オブジェクトには以下のメンバーがあります。

Val orderingByTarget
val orderingByTarget: Ordering[MappingSpec]

Def apply
def apply( sourcePath : String,
sourceType : DataType,
targetPath : String,
targetType : DataType
) : MappingSpec

MappingSpec を作成します。
• sourcePath - ソースパスの文字列表現。
• sourceType - ソース DataType。
• targetPath - ターゲットパスの文字列表現。
• targetType - ターゲット DataType。
戻り値は MappingSpec。

Def apply
def apply( sourcePath : String,
sourceTypeString : String,
targetPath : String,
targetTypeString : String
) : MappingSpec

MappingSpec を作成します。
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• sourcePath - ソースパスの文字列表現。
• sourceType - ソースデータ型の文字列表現。
• targetPath - ターゲットパスの文字列表現。
• targetType - ターゲットデータ型の文字列表現。
MappingSpec を返します。

Def apply
def apply( product : Product4[String, String, String, String] ) : MappingSpec

MappingSpec を作成します。
• product - ソースパス、ソースデータ型、ターゲットパス、およびターゲットデータ型の Product4。
戻り値は MappingSpec。

AWS Glue Scala ResolveSpec API
トピック
• ResolveSpec オブジェクト (p. 663)
• ResolveSpec ケースクラス (p. 664)
パッケージ: com.amazonaws.services.glue

ResolveSpec オブジェクト
ResolveSpec
object ResolveSpec

def
def apply( path : String,
action : String
) : ResolveSpec

ResolveSpec を作成します。
• path - 解決する必要がある選択肢フィールドの文字列表現。
• action — 解決のためのアクション。アクションは Project、KeepAsStruct、または Cast のいず
れかになります。
戻り値は ResolveSpec。

def
def apply( product : Product2[String, String] ) : ResolveSpec

ResolveSpec を作成します。
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• product - : ソースパスおよび解決アクションの Product2。
戻り値は ResolveSpec。

ResolveSpec ケースクラス
case class ResolveSpec extends Product2[String, String]
path : SchemaPath,
action : String )

(

ResolveSpec を作成します。
• path - 解決する必要がある選択肢フィールドの SchemaPath。
• action — 解決のためのアクション。アクションは Project、KeepAsStruct、または Cast のいず
れかになります。

ResolveSpec def メソッド
def _1 : String

def _2 : String

AWS Glue Scala ArrayNode API
パッケージ: com.amazonaws.services.glue.types

ArrayNode ケースクラス
ArrayNode
case class ArrayNode extends DynamicNode (
value : ArrayBuffer[DynamicNode] )

ArrayNode def メソッド
def add( node : DynamicNode )

def clone

def equals( other : Any )

def get( index : Int ) : Option[DynamicNode]

def getValue

def hashCode : Int

def isEmpty : Boolean
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def nodeType

def remove( index : Int )

def this

def toIterator : Iterator[DynamicNode]

def toJson : String

def update( index : Int,
node : DynamicNode )

AWS Glue Scala BinaryNode API
パッケージ: com.amazonaws.services.glue.types

BinaryNode ケースクラス
BinaryNode
case class BinaryNode extends ScalarNode(value, TypeCode.BINARY)
value : Array[Byte] )

(

BinaryNode val フィールド
• ordering

BinaryNode def メソッド
def clone

def equals( other : Any )

def hashCode : Int

AWS Glue Scala BooleanNode API
パッケージ: com.amazonaws.services.glue.types

BooleanNode ケースクラス
BooleanNode
case class BooleanNode extends ScalarNode(value, TypeCode.BOOLEAN)
value : Boolean )
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BooleanNode val フィールド
• ordering

BooleanNode def メソッド
def equals( other : Any )

AWS Glue Scala ByteNode API
パッケージ: com.amazonaws.services.glue.types

ByteNode ケースクラス
ByteNode
case class ByteNode extends ScalarNode(value, TypeCode.BYTE)
value : Byte )

(

ByteNode val フィールド
• ordering

ByteNode def メソッド
def equals( other : Any )

AWS Glue Scala DateNode API
パッケージ: com.amazonaws.services.glue.types

DateNode ケースクラス
DateNode
case class DateNode extends ScalarNode(value, TypeCode.DATE)
value : Date )

DateNode val フィールド
• ordering

DateNode def メソッド
def equals( other : Any )

def this( value : Int )

AWS Glue Scala DecimalNode API
パッケージ: com.amazonaws.services.glue.types
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DecimalNode ケースクラス
DecimalNode
case class DecimalNode extends ScalarNode(value, TypeCode.DECIMAL)
value : BigDecimal )

(

DecimalNode val フィールド
• ordering

DecimalNode def メソッド
def equals( other : Any )

def this( value : Decimal )

AWS Glue Scala DoubleNode API
パッケージ: com.amazonaws.services.glue.types

DoubleNode ケースクラス
DoubleNode
case class DoubleNode extends ScalarNode(value, TypeCode.DOUBLE)
value : Double )

DoubleNode val フィールド
• ordering

DoubleNode def メソッド
def equals( other : Any )

AWS Glue Scala DynamicNode API
トピック
• DynamicNode クラス (p. 667)
• DynamicNode オブジェクト (p. 668)
パッケージ: com.amazonaws.services.glue.types

DynamicNode クラス
DynamicNode
class DynamicNode extends Serializable with Cloneable
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DynamicNode def メソッド
def getValue : Any

平坦な値を取得し、現在のレコードにバインドします。
def nodeType : TypeCode
def toJson : String

デバッグのメソッド:
def toRow( schema : Schema,
options : Map[String, ResolveOption]
) : Row
def typeName : String

DynamicNode オブジェクト
DynamicNode
object DynamicNode

DynamicNode def メソッド
def quote( field : String,
useQuotes : Boolean
) : String
def quote( node : DynamicNode,
useQuotes : Boolean
) : String

AWS Glue Scala FloatNode API
パッケージ: com.amazonaws.services.glue.types

FloatNode ケースクラス
FloatNode
case class FloatNode extends ScalarNode(value, TypeCode.FLOAT)
value : Float )

FloatNode val フィールド
• ordering

FloatNode def メソッド
def equals( other : Any )
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FillMissingValues クラス
パッケージ: com.amazonaws.services.glue.ml
object FillMissingValues

def apply
def apply(frame: DynamicFrame,
missingValuesColumn: String,
outputColumn: String = "",
transformationContext: String = "",
callSite: CallSite = CallSite("Not provided", ""),
stageThreshold: Long = 0,
totalThreshold: Long = 0): DynamicFrame

指定された列の動的フレームの欠落値を埋め、推定値を含む新しい列を持つ新しいフレームを返します。
欠落した値がない行の場合、指定した列の値が新しい列に複製されます。
• frame — 欠落した値を埋めるための DynamicFrame。必須。
• missingValuesColumn — 欠落した値 (null 値および空の文字列) を含む列。必須。
• outputColumn — 値が欠落しているすべての行に推定値が挿入された新しい列の名前。デフォルト
は、末尾に "_filled" が付加された missingValuesColumn の値です。
• transformationContext — 状態の情報を識別するために使用される一意の文字列 (オプション)。
• callSite — エラーレポートのコンテキスト情報を提供するために使用します (オプション)。
• stageThreshold — エラーで終了する前に変換で許容される、エラーの最大発生数 (オプション、デ
フォルト値は 0)。
• totalThreshold — エラーによる終了が処理される前に、全体で許容されるエラーの最大発生数 (オプ
ション、デフォルト値は 0)。
値が欠落した行のための推定値を含む (追加された) 1 つの列、さらに他の行の現在値を含む、新しい動的
フレームを返します。

FindMatches クラス
パッケージ: com.amazonaws.services.glue.ml
object FindMatches

def apply
def apply(frame: DynamicFrame,
transformId: String,
transformationContext: String = "",
callSite: CallSite = CallSite("Not provided", ""),
stageThreshold: Long = 0,
totalThreshold: Long = 0,
enforcedMatches: DynamicFrame = null): DynamicFrame,
computeMatchConfidenceScores: Boolean

入力フレームで一致するものを検索し、一致したグループごとに、一意の ID を使用する新しい列を持つ新
しいフレームを返します。
• frame — 検索の対象となる DynamicFrame。必須。
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• transformId — 入力フレームに適用する FindMatches 変換に関連付けられた一意の ID。必須。
• transformationContext – この DynamicFrame の識別子。transformationContext は、実行全
体で保持される、ジョブのブックマーク状態のキーとして使用されます。オプション。
• callSite – エラーレポートのコンテキスト情報を提供するために使用します。これらの値は、Python
から呼び出すときに、自動的に設定されます。オプション。
• stageThreshold – この DynamicFrame の計算から例外がスローされるまでに許容される、エラーレ
コードの最大数 (以前の DynamicFrame に含まれているレコードは除きます)。オプション。デフォル
ト値は 0 です。
• totalThreshold – 例外がスローされるまでのエラーレコードの合計最大数。以前のフレームにあるレ
コードも含みます。オプション。デフォルト値は 0 です。
• enforcedMatches – 強制的な一致のためのフレーム。オプション。デフォルト: null。
• computeMatchConfidenceScores — 一致するレコードの各グループの信頼スコアをコンピューティ
ングするかどうかを示すブール値。オプション。デフォルトは false です。
一致するレコードの各グループに割り当てられた一意の識別子を含む、新しい動的フレームを返します。

FindIncrementalMatches クラス
パッケージ: com.amazonaws.services.glue.ml
object FindIncrementalMatches

def apply
apply(existingFrame: DynamicFrame,
incrementalFrame: DynamicFrame,
transformId: String,
transformationContext: String = "",
callSite: CallSite = CallSite("Not provided", ""),
stageThreshold: Long = 0,
totalThreshold: Long = 0,
enforcedMatches: DynamicFrame = null): DynamicFrame,
computeMatchConfidenceScores: Boolean

既存ならびに増分フレームにわたって一致を検索し、一致グループごとに一意の ID を使用する列を含む、
新しいフレームを返します。
• existingframe — グループごとに一致する ID が割り当てられている既存のフレーム。必須。
• incrementalframe — 既存のフレームに対する一致を検索するために使用される増分フレームです。
必須。
• transformId — 入力フレームに適用する FindIncrementalMatches 変換に関連付けられた一意の ID。
必須。
• transformationContext – この DynamicFrame の識別子。transformationContext は、実行全
体で保持される、ジョブのブックマーク状態のキーとして使用されます。オプション。
• callSite – エラーレポートのコンテキスト情報を提供するために使用します。これらの値は、Python
から呼び出すときに、自動的に設定されます。オプション。
• stageThreshold – この DynamicFrame の計算から例外がスローされるまでに許容される、エラーレ
コードの最大数 (以前の DynamicFrame に含まれているレコードは除きます)。オプション。デフォル
ト値は 0 です。
• totalThreshold – 例外がスローされるまでのエラーレコードの合計最大数。以前のフレームにあるレ
コードも含みます。オプション。デフォルト値は 0 です。
• enforcedMatches – 強制的な一致のためのフレーム。オプション。デフォルト: null。
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• computeMatchConfidenceScores — 一致するレコードの各グループの信頼スコアをコンピューティ
ングするかどうかを示すブール値。オプション。デフォルトは false です。
一致するレコードの各グループに割り当てられた一意の識別子を含む、新しい動的フレームを返します。

AWS Glue Scala IntegerNode API
パッケージ: com.amazonaws.services.glue.types

IntegerNode ケースクラス
IntegerNode
case class IntegerNode extends ScalarNode(value, TypeCode.INT)
value : Int )

(

IntegerNode val フィールド
• ordering

IntegerNode def メソッド
def equals( other : Any )

AWS Glue Scala LongNode API
パッケージ: com.amazonaws.services.glue.types

LongNode ケースクラス
LongNode
case class LongNode extends ScalarNode(value, TypeCode.LONG)
value : Long )

LongNode val フィールド
• ordering

LongNode def メソッド
def equals( other : Any )

AWS Glue Scala MapLikeNode API
パッケージ: com.amazonaws.services.glue.types

MapLikeNode クラス
MapLikeNode
class MapLikeNode extends DynamicNode

(
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value : mutable.Map[String, DynamicNode] )

MapLikeNode def メソッド
def clear : Unit

def get( name : String ) : Option[DynamicNode]

def getValue

def has( name : String ) : Boolean

def isEmpty : Boolean

def put( name : String,
node : DynamicNode
) : Option[DynamicNode]

def remove( name : String ) : Option[DynamicNode]

def toIterator : Iterator[(String, DynamicNode)]

def toJson : String

def toJson( useQuotes : Boolean ) : String

例: この JSON の場合:
{"foo": "bar"}

useQuotes == true であれば、toJson は {"foo": "bar"} を生成します。useQuotes == false
であれば、toJson は {foo: bar} @return を生成します。

AWS Glue Scala MapNode API
パッケージ: com.amazonaws.services.glue.types

MapNode ケースクラス
MapNode
case class MapNode extends MapLikeNode(value) (
value : mutable.Map[String, DynamicNode] )

MapNode def メソッド
def clone
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def equals( other : Any )

def hashCode : Int

def nodeType

def this

AWS Glue Scala NullNode API
トピック
• NullNode クラス (p. 673)
• NullNode ケースオブジェクト (p. 673)
パッケージ: com.amazonaws.services.glue.types

NullNode クラス
NullNode
class NullNode

NullNode ケースオブジェクト
NullNode
case object NullNode extends NullNode

AWS Glue Scala ObjectNode API
トピック
• ObjectNode オブジェクト (p. 673)
• ObjectNode ケースクラス (p. 674)
パッケージ: com.amazonaws.services.glue.types

ObjectNode オブジェクト
ObjectNode
object ObjectNode

ObjectNode def メソッド
def apply( frameKeys : Set[String],
v1 : mutable.Map[String, DynamicNode],
v2 : mutable.Map[String, DynamicNode],
resolveWith : String
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) : ObjectNode

ObjectNode ケースクラス
ObjectNode
case class ObjectNode extends MapLikeNode(value) (
val value : mutable.Map[String, DynamicNode] )

ObjectNode def メソッド
def clone

def equals( other : Any )

def hashCode : Int

def nodeType

def this

AWS Glue Scala ScalarNode API
トピック
• ScalarNode クラス (p. 674)
• ScalarNode オブジェクト (p. 675)
パッケージ: com.amazonaws.services.glue.types

ScalarNode クラス
ScalarNode
class ScalarNode extends DynamicNode
value : Any,
scalarType : TypeCode )

(

ScalarNode def メソッド
def compare( other : Any,
operator : String
) : Boolean

def getValue

def hashCode : Int

def nodeType
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def toJson

ScalarNode オブジェクト
ScalarNode
object ScalarNode

ScalarNode def メソッド
def apply( v : Any ) : DynamicNode

def compare( tv : Ordered[T],
other : T,
operator : String
) : Boolean

def compareAny( v : Any,
y : Any,
o : String )

def withEscapedSpecialCharacters( jsonToEscape : String ) : String

AWS Glue Scala ShortNode API
パッケージ: com.amazonaws.services.glue.types

ShortNode ケースクラス
ShortNode
case class ShortNode extends ScalarNode(value, TypeCode.SHORT)
value : Short )

(

ShortNode val フィールド
• ordering

ShortNode def メソッド
def equals( other : Any )

AWS Glue Scala StringNode API
パッケージ: com.amazonaws.services.glue.types

StringNode ケースクラス
StringNode
case class StringNode extends ScalarNode(value, TypeCode.STRING)
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value : String )

StringNode val フィールド
• ordering

StringNode def メソッド
def equals( other : Any )

def this( value : UTF8String )

AWS Glue Scala TimestampNode API
パッケージ: com.amazonaws.services.glue.types

TimestampNode ケースクラス
TimestampNode
case class TimestampNode extends ScalarNode(value, TypeCode.TIMESTAMP)
value : Timestamp )

(

TimestampNode val フィールド
• ordering

TimestampNode def メソッド
def equals( other : Any )

def this( value : Long )

AWS Glue Scala GlueArgParser API
パッケージ: com.amazonaws.services.glue.util

GlueArgParser オブジェクト
GlueArgParser
object GlueArgParser

これは、AWSGlueDataplanePython パッケージ内の utils.getResolvedOptions の Python バー
ジョンと厳密に一致しています。

GlueArgParser def メソッド
def getResolvedOptions( args : Array[String],
options : Array[String]

676

AWS Glue デベロッパーガイド
機能と最適化
) : Map[String, String]

def initParser( userOptionsSet : mutable.Set[String] ) : ArgumentParser

AWS Glue Scala Job API
パッケージ: com.amazonaws.services.glue.util

Job オブジェクト
ジョブ
object Job

Job def メソッド
def commit

def init( jobName : String,
glueContext : GlueContext,
args : java.util.Map[String, String] = Map[String, String]().asJava
) : this.type

def init( jobName : String,
glueContext : GlueContext,
endpoint : String,
args : java.util.Map[String, String]
) : this.type

def isInitialized

def reset

def runId

プログラミングの機能と最適化AWS GlueETL スク
リプト
以下のセクションでは、言語を問わず、AWS Glue ETL (抽出、変換、ロード) プログラミングに適用され
る一般的な手法と値について説明します。
トピック
• AWS Glue での ETL の接続タイプとオプション (p. 678)
• 例: 接続タイプとオプションの設定 (p. 705)
• AWS Glue での入出力のデータ形式に関するオプション (p. 707)
• AWS Glue での ETL 出力のパーティションの管理 (p. 732)
• 大きなグループの入力ファイルの読み取り (p. 735)
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• JDBC テーブルからの並列読み取り (p. 736)
• Amazon Redshift との間でのデータの移動 (p. 737)
• Spark SQL ジョブ用の AWS Glue Data Catalog のサポート (p. 738)
• Amazon S3 ストレージクラスの除外 (p. 741)
• DynamoDB テーブルへのクロスアカウントおよびクロスリージョンでのアクセス (p. 742)

AWS Glue での ETL の接続タイプとオプション
AWS Glue では、PySpark と Scala のさまざまなメソッドと変換で connectionType パラメータを使用
して接続タイプを指定します。connectionOptions または options パラメータを使用して接続オプ
ションを指定します。
connectionType パラメータには、次の表に示す値を指定できます。各タイプの関連する
connectionOptions (または options) パラメータ値については、以下のセクションで説明します。特
に明記されていない限り、パラメータは、接続がソースまたはシンクとして使用されるときに適用されま
す。
接続オプションの設定と使用方法を示すサンプルコードについては、「the section called “例: 接続タイプ
とオプションの設定” (p. 705)」を参照してください。
connectionType

接続先

custom.* (p. 700)

Spark、Athena、または JDBC データストア (「カスタムと AWS
Marketplace での、connectionType の値 (p. 700)」 を参照

documentdb (p. 679)

Amazon DocumentDB (MongoDB 互換) データベース

dynamodb (p. 680)

Amazon DynamoDB データベース

kafka (p. 689)

Kafka または Amazon Managed Streaming for Apache Kafka

kinesis (p. 691)

Amazon Kinesis Data Streams

marketplace.* (p. 700)

Spark、Athena、または JDBC データストア (「カスタムと AWS
Marketplace での、connectionType の値 (p. 700)」を参照)

mongodb (p. 693)

MongoDB データベース

mysql (p. 695)

MySQL データベース (「JDBC connectionType の値 (p. 695)」を参照)

oracle (p. 695)

Oracle データベース (「JDBC connectionType の値 (p. 695)」を参照)

orc (p. 694)

Apache Hive Optimized Row Columnar (ORC) ファイル形式で Amazon
Simple Storage Service (Amazon S3) に保存されたファイル

parquet (p. 695)

Apache Parquet ファイル形式で Amazon S3 に保存されたファイル

postgresql (p. 695)

PostgreSQL データベース (「JDBC connectionType の値 (p. 695)」を参
照)

Redshift (p. 695)

Amazon Redshift データベース (「JDBC connectionType の
値 (p. 695)」を参照)

s3 (p. 695)

Simple Storage Service (Amazon S3)

sqlserver (p. 695)

Microsoft SQL Server データベース (「JDBC connectionType の
値 (p. 695)」を参照)
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"connectionType": "Documentdb"
Amazon DocumentDB (MongoDB 互換) への接続を指定します。
接続オプションは、ソース接続とシンク接続とで異なります。

"connectionType": "Documentdb" ソースとする
"connectionType": "documentdb" をソースとして、次の接続オプションを使用します。
• "uri": (必須) 読み取り元の Amazon DocumentDB ホスト (mongodb://<host>:<port> 形式)。
• "database": (必須) 読み取り元の Amazon DocumentDB データベース。
• "collection": (必須) 読み取り元の Amazon DocumentDB コレクション。
• "username": (必須) Amazon DocumentDB のユーザー名。
• "password": (必須) Amazon DocumentDB のパスワード。
• "ssl": (SSL を使用する場合は必須) SSL を使用して接続する場合は、このオプションの値を "true"
に設定する必要があります。
• "ssl.domain_match": (SSL を使用する場合は必須) SSL を使用して接続する場合は、このオプショ
ンの値を "false" に設定する必要があります。
• "batchSize": (オプション): 内部バッチのカーソル内で使用される、バッチごとに返されるドキュメン
トの数。
• "partitioner": (オプション) Amazon DocumentDB から入力データを読み取るためのパーティショ
ナーのクラス名。コネクタには、次のパーティショナーがあります。
• MongoDefaultPartitioner (デフォルト)
• MongoSamplePartitioner
• MongoShardedPartitioner
• MongoSplitVectorPartitioner
• MongoPaginateByCountPartitioner
• MongoPaginateBySizePartitioner
• "partitionerOptions" (オプション): 指定されたパーティショナーのオプション。各パーティショ
ナーでは、次のオプションがサポートされています。
• MongoSamplePartitioner: partitionKey, partitionSizeMB, samplesPerPartition
• MongoShardedPartitioner: shardkey
• MongoSplitVectorPartitioner: partitionKey、partitionSizeMB
• MongoPaginateByCountPartitioner: partitionKey, numberOfPartitions
• MongoPaginateBySizePartitioner: partitionKey、partitionSizeMB
これらのオプションの詳細については、MongoDB のドキュメントの「Partitioner Configuration」を参
照してください。サンプルコードについては、「the section called “例: 接続タイプとオプションの設
定” (p. 705)」を参照してください。

"connectionType": "documentdb" as Sink
"connectionType": "documentdb" をシンクとして、次の接続オプションを使用します。
• "uri": (必須) 書き込み先の Amazon DocumentDB ホスト (mongodb://<host>:<port> 形式)。
• "database": (必須) 書き込み先の Amazon DocumentDB データベース。
• "collection": (必須) 書き込み先の Amazon DocumentDB コレクション。
• "username": (必須) Amazon DocumentDB のユーザー名。
• "password": (必須) Amazon DocumentDB のパスワード。
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• "extendedBsonTypes": (オプション) true が指定されている場合、Amazon DocumentDB へのデー
タ書き込み時に拡張 BSON 型を使用できます。デフォルト: true。
• "replaceDocument": (オプション) true の場合、_id フィールドを含むデータセットを保存するとき
に、ドキュメント全体を置き換えます。false の場合、データセットのフィールドと一致するドキュメ
ントのフィールドのみが更新されます。デフォルト: true。
• "maxBatchSize": (オプション): データを保存するときの一括オペレーションの最大バッチサイズ。デ
フォルトは 512 です。
サンプルコードについては、「the section called “例: 接続タイプとオプションの設定” (p. 705)」を参照
してください。

"connectionType": "dynamodb"
Amazon DynamoDB への接続を指定します。
接続オプションは、ソース接続とシンク接続とで異なります。

"connectionType": ソースとして ETL コネクタを使用する "dynamodb"
AWS Glue DynamoDB ETL コネクタを使用している場合は、"connectionType": "dynamodb" をソー
スとして次の接続オプションを使用します。
• "dynamodb.input.tableName": (必須) 読み取り元の DynamoDB テーブル。
• "dynamodb.throughput.read.percent": (オプション) 使用する読み込みキャパシティーユニット
(RCU) の割合。デフォルトでは、"0.5" に設定されます。許容値は "0.1" から "1.5" (これらの値を含む)
です。
• 0.5 ではデフォルトの読み込み速度を表し、AWS Glue はテーブルの読み込み容量の半分を消費しよ
うとすることを意味します。上記の値を 0.5 より上に設定すると、AWS Glue は読み取りのリクエス
トレートを増加させ、0.5 より低くした場合はそのリクエストレートを減少させます。(実際の読み込
みレートは、DynamoDB テーブルに、統一ディストリビューションのキーがあるかどうかなどの要因
によって変わります。)
• DynamoDB テーブルがオンデマンドモードの場合、AWS Glue はテーブルの読み取り容量を 40000
として処理します。大きなテーブルをエクスポートする場合は、DynamoDB テーブルをオンデマンド
モードに切り替えることをお勧めします。
• "dynamodb.splits": (オプション) 読み取り中にこの DynamoDB テーブルを分割するパーティション
の数を定義します。デフォルトでは、"1" に設定されます。許容値は "1" から "1,000,000" (これらの値を
含む) です。
• 1 は並列処理がないことを表します。より良いパフォーマンスを得るためには、より大きな値を (以下
の式を使用して) 指定することを強くお勧めします。
• numSlots は、次の式を使用して計算し、dynamodb.splits として使用することをお勧めします。
さらにパフォーマンスを向上させる必要がある場合は、DPU 数を増加してジョブをスケールアウトす
ることをお勧めします。
• numExecutors =
• WorkerType が Standard の場合は (DPU - 1) * 2 - 1
• WorkerType が G.1X または G.2X の場合は (NumberOfWorkers - 1)
• numSlotsPerExecutor =
• WorkerType が Standard の場合は 4
• WorkerType が G.1X の場合は 8
• WorkerType が G.2X の場合は 16
• numSlots = numSlotsPerExecutor * numExecutors
• "dynamodb.sts.roleArn": (オプション) クロスアカウントアクセスのために引き受ける IAM ロール
の ARN。このパラメータは、AWS Glue 1.0 以降で使用可能です。
680

AWS Glue デベロッパーガイド
接続パラメータ

• "dynamodb.sts.roleSessionName": (任意) STS セッション名。デフォルトでは、「gluedynamodb-read-sts-session」に設定されています。このパラメータは、AWS Glue 1.0 以降で使用可能
です。
次のコード例では、DynamoDB テーブルからの読み取り (ETL コネクタ経由) と、DynamoDB のテーブル
への書き込み方法を示します。ここでは、あるテーブルから読み取りを行い、別のテーブルに対して書き
込みを行っています。
Python
import sys
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job
from awsglue.utils import getResolvedOptions
args = getResolvedOptions(sys.argv, ["JOB_NAME"])
glue_context= GlueContext(SparkContext.getOrCreate())
job = Job(glue_context)
job.init(args["JOB_NAME"], args)
dyf = glue_context.create_dynamic_frame.from_options(
connection_type="dynamodb",
connection_options={"dynamodb.input.tableName": "test_source",
"dynamodb.throughput.read.percent": "1.0",
"dynamodb.splits": "100"
}
)
print(dyf.getNumPartitions())
glue_context.write_dynamic_frame_from_options(
frame=dyf,
connection_type="dynamodb",
connection_options={"dynamodb.output.tableName": "test_sink",
"dynamodb.throughput.write.percent": "1.0"
}
)
job.commit()

Scala
import
import
import
import
import
import
import

com.amazonaws.services.glue.GlueContext
com.amazonaws.services.glue.util.GlueArgParser
com.amazonaws.services.glue.util.Job
com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
com.amazonaws.services.glue.DynamoDbDataSink
org.apache.spark.SparkContext
scala.collection.JavaConverters._

object GlueApp {
def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
val glueContext = new GlueContext(SparkContext.getOrCreate())
val args = GlueArgParser.getResolvedOptions(sysArgs, Seq("JOB_NAME").toArray)
Job.init(args("JOB_NAME"), glueContext, args.asJava)
val dynamicFrame = glueContext.getSourceWithFormat(
connectionType = "dynamodb",
options = JsonOptions(Map(
"dynamodb.input.tableName" -> "test_source",

681

AWS Glue デベロッパーガイド
接続パラメータ
"dynamodb.throughput.read.percent" -> "1.0",
"dynamodb.splits" -> "100"

))
).getDynamicFrame()

print(dynamicFrame.getNumPartitions())
val dynamoDbSink: DynamoDbDataSink = glueContext.getSinkWithFormat(
connectionType = "dynamodb",
options = JsonOptions(Map(
"dynamodb.output.tableName" -> "test_sink",
"dynamodb.throughput.write.percent" -> "1.0"
))
).asInstanceOf[DynamoDbDataSink]
dynamoDbSink.writeDynamicFrame(dynamicFrame)
}

Job.commit()

}

Note
AWS Glue は、別のAWS アカウントの DynamoDB テーブルからの、データ読み取りをサポート
しています。詳細については、「the section called “DynamoDB テーブルへのクロスアカウント
およびクロスリージョンでのアクセス” (p. 742)」を参照してください。

Note
DynamoDB ETL リーダーでは、フィルタまたはプッシュダウン述語は使用できません。

"connectionType"：AWS Glue DynamoDB エクスポートコネクタをソースとする
"dynamodb"
AWS Glue DynamoDB ETL コネクターに加えて、AWS Glue は DynamoDB エクスポートコネクターを提
供します。このコネクターは、DynamoDB ExportTableToPointInTime リクエストを呼び出し、これ
を指定した Amazon S3 の場所に DynamoDB JSON 形式で保存します。次に、AWS Glue は、Amazon S3
のエクスポート場所からデータを読み取ることによって DynamicFrame オブジェクトを作成します。
DynamoDB テーブルサイズが 80 GB を超える場合、エクスポートコネクタは ETL コネクタよりもパ
フォーマンスが向上します。さらに、エクスポートリクエストが AWS Glue ジョブで Spark プロセスの外
部で実行される場合、AWS Glue ジョブの自動スケーリングを有効にして、エクスポートリクエスト中の
DPU 使用量を節約できます。エクスポートコネクタでは、Spark エグゼキューターの並列処理のためのス
プリット数や、DynamoDB スループットの読み取り率を設定する必要がありません。
AWS Glue バージョン 2.0 以降でのみ使用可能な AWS Glue DynamoDB エクスポートコネクタを使用する
場合は、ソースとして "connectionType": "dynamodb" で次の接続オプションを使用します。
• "dynamodb.export": (必須) 文字列値:
• ddb に設定すると、AWS Glue DynamoDB エクスポートコネクタが有効になり、AWS Glue ジョブ
中に新しい ExportTableToPointInTimeRequest が呼び出されます。dynamodb.s3.bucket と
dynamodb.s3.prefix から渡された場所で新しいエクスポートが生成されます。
• s3 に設定すると、AWS Glue DynamoDB エクスポートコネクタが有効になりますが、新し
い DynamoDB エクスポートの作成はスキップされ、代わりに dynamodb.s3.bucket と
dynamodb.s3.prefix がそのテーブルの過去のエクスポートの Amazon S3 ロケーションとして使
用されます。
• "dynamodb.tableArn": (必須) 読み取り元の DynamoDB テーブル。
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• "dynamodb.unnestDDBJson": (オプション) ブール値を取得します。true に設定すると、エクスポー
トに存在する DynamoDB JSON 構造体のネスト解除の変換が実行されます。デフォルト値は false に設
定されています。
• "dynamodb.s3.bucket": (オプション) DynamoDB ExportTableToPointInTime プロセスが実行
される Simple Storage Service (Amazon S3) バケットの場所を示します。エクスポートファイル形式は
DynamoDB JSON です。
• "dynamodb.s3.prefix": (オプション) DynamoDB ExportTableToPointInTime の読み込みが保
存される Simple Storage Service (Amazon S3) バケット内の Amazon S3 プレフィックスの場所を示
します。dynamodb.s3.prefix と dynamodb.s3.bucket のどちらも指定しなかった場合、これら
の値は AWS Glue ジョブの設定で指定された一時ディレクトリの場所がデフォルトとなります。詳細
については、「AWS Glue で使用される特別なパラメータ」を参照してください。
• "dynamodb.s3.bucketOwner": クロスアカウント Simple Storage Service (Amazon S3) アクセス
のために必要なバケット所有者を示します。
• "dynamodb.sts.roleArn": (オプション) DynamoDB テーブルのクロスアカウントアクセスおよび/ま
たはクロスリージョンアクセスで想定される IAM ロール のARN 。注: 同じ IAM ロール のARN を使用し
て、ExportTableToPointInTime リクエストに指定された Simple Storage Service (Amazon S3) の
場所にアクセスします。
• "dynamodb.sts.roleSessionName": (任意) STS セッション名。デフォルトでは、「gluedynamodb-read-sts-session」に設定されています。

Note
DynamoDBには、ExportTableToPointInTime リクエストを呼び出すための特定の要件があ
ります。詳細については、「DynamoDB でテーブルのエクスポートをリクエストする」を参照
してください。例えば、このコネクタを使用するには、テーブルでポイントインタイムリストア
(PITR) を有効にする必要があります。DynamoDB コネクタは、Amazon S3 への DynamoDB エ
クスポートの KMS 暗号化もサポートします。AWS Glue ジョブの設定でセキュリティ設定を指定
することで、DynamoDB エクスポートの KMS 暗号化が有効になります。KMS キーは、Amazon
S3 バケットと同じリージョンにある必要があります。
DynamoDB エクスポートと Amazon S3 ストレージのコストに追加料金が適用されることに注意
してください。Amazon S3 でエクスポートされたデータは、ジョブ実行の終了後も保持されるた
め、DynamoDB を追加でエクスポートしなくても再利用できます。このコネクタを使用するため
の要件として、テーブルに対してポイントインタイムリカバリ（PITR）が有効になっていること
が必要です。
DynamoDB ETL コネクタまたはエクスポートコネクタは、DynamoDB ソースに適用されるフィ
ルタまたはプッシュダウン述語をサポートしていません。
次のコード例は、（エクスポートコネクタを経由して）読み取り、パーティションの数を出力する方法を
示しています。
Python
import sys
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job
from awsglue.utils import getResolvedOptions
args = getResolvedOptions(sys.argv, ["JOB_NAME"])
glue_context= GlueContext(SparkContext.getOrCreate())
job = Job(glue_context)
job.init(args["JOB_NAME"], args)
dyf = glue_context.create_dynamic_frame.from_options(
connection_type="dynamodb",
connection_options={
"dynamodb.export": "ddb",
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"dynamodb.tableArn": "<test_source>",
"dynamodb.s3.bucket": "<bucket name>",
"dynamodb.s3.prefix": "<bucket prefix>",
"dynamodb.s3.bucketOwner": "<account_id>",

}
)
print(dyf.getNumPartitions())
job.commit()

Scala
import
import
import
import
import
import
import

com.amazonaws.services.glue.GlueContext
com.amazonaws.services.glue.util.GlueArgParser
com.amazonaws.services.glue.util.Job
com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
com.amazonaws.services.glue.DynamoDbDataSink
org.apache.spark.SparkContext
scala.collection.JavaConverters._

object GlueApp {
def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
val glueContext = new GlueContext(SparkContext.getOrCreate())
val args = GlueArgParser.getResolvedOptions(sysArgs, Seq("JOB_NAME").toArray)
Job.init(args("JOB_NAME"), glueContext, args.asJava)
val dynamicFrame = glueContext.getSourceWithFormat(
connectionType = "dynamodb",
options = JsonOptions(Map(
"dynamodb.export" -> "ddb",
"dynamodb.tableArn" -> "<test_source>",
"dynamodb.s3.bucket" -> "<bucket name>",
"dynamodb.s3.prefix" -> "<bucket prefix>",
"dynamodb.s3.bucketOwner" -> "<account_id of bucket>",
))
).getDynamicFrame()
print(dynamicFrame.getNumPartitions())
}

Job.commit()

}

これらの例は、（エクスポートコネクタを介して）読み取りを行い、dynamodb 分類を持つ AWS Glue
Data Catalog テーブルからパーティションの数を出力する方法を示しています。
Python
import sys
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job
from awsglue.utils import getResolvedOptions
args = getResolvedOptions(sys.argv, ["JOB_NAME"])
glue_context= GlueContext(SparkContext.getOrCreate())
job = Job(glue_context)
job.init(args["JOB_NAME"], args)
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dynamicFrame = glue_context.create_dynamic_frame.from_catalog(
database="<catalog_database>",
table_name="<catalog_table_name",
additional_options={
"dynamodb.export": "ddb",
"dynamodb.s3.bucket": "<s3_bucket>",
"dynamodb.s3.prefix": "<s3_bucket_prefix>"
}
)
print(dynamicFrame.getNumPartitions())
job.commit()

Scala
import
import
import
import
import
import
import

com.amazonaws.services.glue.GlueContext
com.amazonaws.services.glue.util.GlueArgParser
com.amazonaws.services.glue.util.Job
com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
com.amazonaws.services.glue.DynamoDbDataSink
org.apache.spark.SparkContext
scala.collection.JavaConverters._

object GlueApp {
def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
val glueContext = new GlueContext(SparkContext.getOrCreate())
val args = GlueArgParser.getResolvedOptions(sysArgs, Seq("JOB_NAME").toArray)
Job.init(args("JOB_NAME"), glueContext, args.asJava)

)

val dynamicFrame = glueContext.getCatalogSource(
database = "<catalog_database>",
tableName = "<catalog_table_name",
additionalOptions = JsonOptions(Map(
"dynamodb.export" -> "ddb",
"dynamodb.s3.bucket" -> "<s3_bucket>",
"dynamodb.s3.prefix" -> "<s3_bucket_prefix>"
))
).getDynamicFrame()
print(dynamicFrame.getNumPartitions())

DynamoDB JSON 構造体のトラバース
AWS Glue DynamoDB エクスポートコネクタを使用した DynamoDB エクスポートでは、特殊なネスト構
造の JSON ファイルが生成される場合があります。 詳細については、データオブジェクトを参照してく
ださい。 AWS Glue は DynamicFrame 変換を提供します。これを使用して、このような構造をダウンスト
リームアプリケーションで使いやすい形式に変換できます。
トランスフォームは、2 つの方法のいずれかで呼び出すことができます。最初の方法は、AWS Glue
DynamoDB エクスポートコネクターで渡されるブールフラグです。2 つ目は、変換関数自体を呼び出すこ
とです。
次のコード例は、AWS Glue DynamoDB エクスポートコネクタを使用し、ネスト解除の変換を呼び出し、
パーティションの数を出力する方法を示しています。
Python
import sys
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext

685

AWS Glue デベロッパーガイド
接続パラメータ
from awsglue.job import Job
from awsglue.utils import getResolvedOptions
args = getResolvedOptions(sys.argv, ["JOB_NAME"])
glue_context= GlueContext(SparkContext.getOrCreate())
job = Job(glue_context)
job.init(args["JOB_NAME"], args)
dyf = glue_context.create_dynamic_frame.from_options(
connection_type="dynamodb",
connection_options={
"dynamodb.export": "ddb",
"dynamodb.tableArn": "<test_source>",
"dynamodb.unnestDDBJson": True,
"dynamodb.s3.bucket": "<bucket name>",
"dynamodb.s3.prefix": "<bucket prefix>",
"dynamodb.s3.bucketOwner": "<account_id>",
}
)
print(dyf.getNumPartitions())
job.commit()

Scala
import
import
import
import
import
import
import

com.amazonaws.services.glue.GlueContext
com.amazonaws.services.glue.util.GlueArgParser
com.amazonaws.services.glue.util.Job
com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
com.amazonaws.services.glue.DynamoDbDataSink
org.apache.spark.SparkContext
scala.collection.JavaConverters._

object GlueApp {
def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
val glueContext = new GlueContext(SparkContext.getOrCreate())
val args = GlueArgParser.getResolvedOptions(sysArgs, Seq("JOB_NAME").toArray)
Job.init(args("JOB_NAME"), glueContext, args.asJava)
val dynamicFrame = glueContext.getSourceWithFormat(
connectionType = "dynamodb",
options = JsonOptions(Map(
"dynamodb.export" -> "ddb",
"dynamodb.tableArn" -> "<test_source>",
"dynamodb.unnestDDBJson" -> true
"dynamodb.s3.bucket" -> "<bucket name>",
"dynamodb.s3.prefix" -> "<bucket prefix>",
"dynamodb.s3.bucketOwner" -> "<account_id of bucket>",
))
).getDynamicFrame()
print(dynamicFrame.getNumPartitions())
}

Job.commit()

}

他の変換の呼び出しは、別の DynamicFrame 関数呼び出しによるものです。詳細については、Pythonの場
合はDynamicFrame クラス、Scala の場合は 「AWS Glue Scala DynamicFrame クラス」を参照してくだ
さい。
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"connectionType": ETLコネクタをシンクとして使用する "dynamodb"
"connectionType": "dynamodb" をシンクとして、次の接続オプションを使用します。
• "dynamodb.output.tableName": (必須) 書き込み先の DynamoDB テーブル。
• "dynamodb.throughput.write.percent": (オプション) 使用する書き込みキャパシティーユニット
(WCU) の割合。デフォルトでは、"0.5" に設定されます。許容値は "0.1" から "1.5" (これらの値を含む)
です。
• 0.5 ではデフォルトの読み込み速度を表し、AWS Glue はテーブルの書き込み容量の半分を消費しよ
うとすることを意味します。上記の値を 0.5 より上に設定すると、AWS Glue は書き込みリクエスト
レートを増加させ、0.5 より低くした場合はそのリクエストレートを減少させます。(実際の書き込み
レートは、統一されたキーのディストリビューションが、DynamoDB テーブルにあるかどうかなどの
要因によって変わります)。
• DynamoDB テーブルがオンデマンドモードの場合、AWS Glue はテーブルの書き込み容量を 40000
として処理します。大きなテーブルをインポートする場合は、DynamoDB テーブルをオンデマンド
モードに切り替えることをお勧めします。
• "dynamodb.output.numParallelTasks": (オプション) 同時に DynamoDB に書き込める並列タスク
の数を定義します。Spark タスクごとに許容される WCU を計算するために使用されます。これらの詳
細設定をコントロールしない場合は、このパラメータを指定する必要はありません。
• permissiveWcuPerTask = TableWCU * dynamodb.throughput.write.percent /
dynamodb.output.numParallelTasks
• このパラメータを指定しない場合、Spark タスクごとに許可される WCU は、次の式により自動的に
計算されます。
• numPartitions = dynamicframe.getNumPartitions()
• numExecutors =
• WorkerType が Standard の場合は (DPU - 1) * 2 - 1
• WorkerType が G.1X または G.2X の場合は (NumberOfWorkers - 1)
• numSlotsPerExecutor =
• WorkerType が Standard の場合は 4
• WorkerType が G.1X の場合は 8
• WorkerType が G.2X の場合は 16
• numSlots = numSlotsPerExecutor * numExecutors
• numParallelTasks = min(numPartitions, numSlots)
• 例 1. DPU=10、WorkerType=Standard。入力 DynamicFrame には、100 個の RDD パーティションが
あります。
• numPartitions = 100
• numExecutors = (10 - 1) * 2 - 1 = 17
• numSlots = 4 * 17 = 68
• numParallelTasks = min(100, 68) = 68
• 例 2. DPU=10、WorkerType=Standard。入力 DynamicFrame には、20 個の RDD パーティションが
あります。
• numPartitions = 20
• numExecutors = (10 - 1) * 2 - 1 = 17
• numSlots = 4 * 17 = 68
• numParallelTasks = min(20, 68) = 20
• "dynamodb.output.retry": (オプション) DynamoDB から
ProvisionedThroughputExceededException が送られている場合の、再試行の実行回数を定義し
ます。デフォルトでは、"10" に設定されています。
• "dynamodb.sts.roleArn": (オプション) クロスアカウントアクセスのために引き受ける IAM ロール
の ARN。
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• "dynamodb.sts.roleSessionName": (任意) STS セッション名。デフォルトでは、「gluedynamodb-write-sts-session」に設定されています。

Note
DynamoDB のライターは、AWS Glue バージョン 1.0 以降でサポートされます。

Note
AWS Glue は、別の AWS アカウントの DynamoDB テーブルに対するデータの書き込みをサポー
トしています。詳細については、「the section called “DynamoDB テーブルへのクロスアカウン
トおよびクロスリージョンでのアクセス” (p. 742)」を参照してください。
DynamoDB テーブルとの間で、読み取りおよび書き込みを行う方法を、次のコード例により示します。こ
こでは、あるテーブルから読み取りを行い、別のテーブルに対して書き込みを行っています。
Python
import sys
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job
from awsglue.utils import getResolvedOptions
args = getResolvedOptions(sys.argv, ["JOB_NAME"])
glue_context= GlueContext(SparkContext.getOrCreate())
job = Job(glue_context)
job.init(args["JOB_NAME"], args)
dyf = glue_context.create_dynamic_frame.from_options(
connection_type="dynamodb",
connection_options={
"dynamodb.input.tableName": "test_source",
"dynamodb.throughput.read.percent": "1.0",
"dynamodb.splits": "100"
}
)
print(dyf.getNumPartitions())
glue_context.write_dynamic_frame_from_options(
frame=dyf,
connection_type="dynamodb",
connection_options={
"dynamodb.output.tableName": "test_sink",
"dynamodb.throughput.write.percent": "1.0"
}
)
job.commit()

Scala
import
import
import
import
import
import
import

com.amazonaws.services.glue.GlueContext
com.amazonaws.services.glue.util.GlueArgParser
com.amazonaws.services.glue.util.Job
com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
com.amazonaws.services.glue.DynamoDbDataSink
org.apache.spark.SparkContext
scala.collection.JavaConverters._

object GlueApp {
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def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
val glueContext = new GlueContext(SparkContext.getOrCreate())
val args = GlueArgParser.getResolvedOptions(sysArgs, Seq("JOB_NAME").toArray)
Job.init(args("JOB_NAME"), glueContext, args.asJava)
val dynamicFrame = glueContext.getSourceWithFormat(
connectionType = "dynamodb",
options = JsonOptions(Map(
"dynamodb.input.tableName" -> "test_source",
"dynamodb.throughput.read.percent" -> "1.0",
"dynamodb.splits" -> "100"
))
).getDynamicFrame()
print(dynamicFrame.getNumPartitions())
val dynamoDbSink: DynamoDbDataSink = glueContext.getSinkWithFormat(
connectionType = "dynamodb",
options = JsonOptions(Map(
"dynamodb.output.tableName" -> "test_sink",
"dynamodb.throughput.write.percent" -> "1.0"
))
).asInstanceOf[DynamoDbDataSink]
dynamoDbSink.writeDynamicFrame(dynamicFrame)
}

Job.commit()

}

"connectionType": "kafka"
Kafka クラスターまたは Amazon Managed Streaming for Apache Kafka への接続を指定します。
GlueContext オブジェクトにある以下のメソッドを使用することで、Kafka ストリーミングソースから
のレコードを利用できます。
• getCatalogSource
• getSource
• getSourceWithFormat
• createDataFrameFromOptions
getCatalogSource を使用する場合、ジョブには Data Catalog のデータベースとテーブル名の情
報が提供されます。それらを使用することで、Apache Kafka ストリームからの読み取りを実行する
ための、基本的なパラメータを取得できます。getSource、getSourceWithFormat、あるいは
createDataFrameFromOptions を使用する場合は、これらのパラメータを明示的に指定する必要があ
ります。
getSource あるいは createDataFrameFromOptions では connectionOptions
を、getSourceWithFormat では options を、getCatalogSource では additionalOptions を使
用することで、これらのオプションを指定できます。
"connectionType": "kafka" では、次の接続オプションを使用します。
• bootstrap.servers (必須) ブートストラップサーバーの URL のリスト (例: b-1.vpctest-2.o4q88o.c6.kafka.us-east-1.amazonaws.com:9094)。このオプションは API 呼び出し
で指定するか、 Data Catalog 内のテーブルメタデータで定義する必要があります。
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• security.protocol (必須) ブローカーと通信するために使用されるプロトコル。使用できる値
は、"SSL" または "PLAINTEXT" です。
• topicName (必須) サブスクライブするトピックのカンマ区切りリスト。"topicName"、"assign"、
または "subscribePattern" の中から、いずれか 1 つのみを指定する必要があります。
• "assign": (必須) 消費する特定の TopicPartitions を指定する JSON 文字
列。"topicName"、"assign"、または "subscribePattern" の中から、いずれか 1 つのみを指定
する必要があります。
例: '{"topicA":[0,1],"topicB":[2,4]}'
• "subscribePattern": (必須) サブスクライブする先のトピックリストを識別する Java の正規表現文
字列。"topicName"、"assign"、または "subscribePattern" の中から、いずれか 1 つのみを指
定する必要があります。
例: 'topic.*'
• classification (オプション)
• delimiter (オプション)
• "startingOffsets": (オプション) Kafka トピック内で、データの読み取りを開始する位置 使用でき
る値は、"earliest" または "latest" です。デフォルト値は "latest" です。
• "endingOffsets": (オプション) バッチクエリの終了位置。設定が可能な値は、"latest" または、各
TopicPartition の終了オフセットを指定する JSON 文字列のいずれかです。
JSON 文字列の場合、{"topicA":{"0":23,"1":-1},"topicB":{"0":-1}} の形式を使用しま
す。オフセットとして値 -1 を設定する場合、"latest" の意味になります。
• "pollTimeoutMs": (オプション) Spark ジョブエグゼキュータで、Kafka からデータをポーリングする
際のタイムアウト値 (ミリ秒単位)。デフォルト値は 512 です。
• "numRetries": (オプション) Kafka オフセットのフェッチが失敗したと判断される前の再試行回数。デ
フォルト値は 3 です。
• "retryIntervalMs": (オプション) Kafka オフセットのフェッチを開始するまでの待機時間 (ミリ秒)。
デフォルト値は 10 です。
• "maxOffsetsPerTrigger": (オプション) 処理されるオフセットの最大数を、トリガー間隔ごとの
レート上限で指定する値。指定されたオフセットの合計数は、異なるボリュームの topicPartitions
間で均等に分割されます。デフォルト値は「null」です。この場合、コンシューマーは既知の最新のオフ
セットまで、すべてのオフセットを読み取ります。
• "minPartitions": (オプション) Kafka から読み取ることを想定する、最小のパーティション数。デ
フォルト値は「null」です。これは、Spark パーティションの数が Kafka パーティションの数に等しいこ
とを意味します。
• "includeHeaders": (オプション) Kafka ヘッダーを含めるかどうかを決定します。このオプション
が「true」に設定されている場合、データ出力には、「glue_streaming_kafka_headers」という名前
で Array[Struct(key: String, value: String)] 型の列が追加されます。デフォルト値は
「false」です。このオプションは、AWS Glue バージョン 3.0 以降でのみ使用可能です。
• "schema": (inferSchema に false を設定した場合は必須) ペイロードの処理に使用するスキーマ。分類
が avro である場合、提供されるスキーマには Avro スキーマ形式を使用する必要があります。分類が
avro 以外の場合、提供されるスキーマには DDL スキーマ形式を使用する必要があります。
以下に、スキーマの例を示します。
Example in DDL schema format
'column1' INT, 'column2' STRING , 'column3' FLOAT

Example in Avro schema format
{

"type":"array",
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}

"items":
{
"type":"record",
"name":"test",
"fields":
[
{
"name":"_id",
"type":"string"
},
{
"name":"index",
"type":
[
"int",
"string",
"float"
]
}
]
}

• "inferSchema": (オプション) デフォルト値は「false」です。「true」に設定すると、実行時に、ス
キーマが foreachbatch 内のペイロードから検出されます。
• "avroSchema": (非推奨) Avro 形式を使用する場合に、Avro データのスキーマを指定するために使用さ
れるパラメータです。このパラメータは非推奨となりました。schema パラメータを使用します。

"connectionType": "kinesis"
Amazon Kinesis Data Streams への接続を指定します。
Amazon Kinesis Data Streams から読み取るには、データカタログテーブルに格納されている情報を使用
するか、データストリームに直接アクセスするための情報を指定します。データストリームに直接アクセ
スする場合は、これらのオプションを使用して、データストリームへのアクセス方法に関する情報を提供
します。
getCatalogSource または create_data_frame_from_catalog を使用して Kinesis ストリーミング
ソースからレコードを消費する場合、ジョブは Data Catalog データベースとテーブル名の情報を持ってお
り、それを使用して Kinesis ストリーミングソースから読み込むためのいくつかの基本パラメータを取得
することができます。getSource、getSourceWithFormat、createDataFrameFromOptions、また
は create_data_frame_from_options を使用している場合、ここで説明する接続オプションを使用し
て、これらの基本パラメータを指定する必要があります。
Kinesis の接続オプションは、GlueContext クラス内の指定されたメソッドに対して以下の引数で指定す
ることができます。
• Scala
• connectionOptions: getSource、createDataFrameFromOptions で使用
• additionalOptions: getCatalogSource で使用する
• options: getSourceWithFormat で使用する
• Python
• connection_options: create_data_frame_from_options で使用する
• additional_options: create_data_frame_from_catalog で使用する
• options: getSource で使用する
Kinesis ストリーミングデータソースには、次の接続オプションを使用します。
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• streamARN (必須) Kinesis データストリームの ARN。
• classification (オプション)
• delimiter (オプション)
• "startingPosition": (オプション) Kinesis データストリーム内の、データの読み取り開始位置。使
用できる値は "latest"、"trim_horizon"、または "earliest" です。デフォルト値は "latest"
です。
• "awsSTSRoleARN": (オプション) AWS Security Token Service(AWS STS) を使用して担うロールの
Amazon リソースネーム (ARN)。このロールには、Kinesis データストリームのレコードの説明操作また
は読み取り操作の権限が必要です。このパラメーターは、別のアカウントのデータストリームにアクセ
スするときに使用する必要があります。"awsSTSSessionName" と組み合わせて使用します。
• "awsSTSSessionName":（オプション）AWS STS を使用してロールを担うセッションの識別子。こ
のパラメーターは、別のアカウントのデータストリームにアクセスするときに使用する必要がありま
す。"awsSTSRoleARN" と組み合わせて使用します。
• "maxFetchTimeInMs": (オプション) ジョブエグゼキュータが、シャードごとの Kinesis データスト
リームからレコードを取得するのに費やした最大時間。ミリ秒 (ms) 単位で表示します。デフォルト値は
1000 です。
• "maxFetchRecordsPerShard": (オプション) Kinesis データストリームのシャードごとの、フェッチ
するレコードの最大数。デフォルト値は 100000 です。
• "maxRecordPerRead": (オプション) getRecords オペレーションごとに、Kinesis データストリーム
からフェッチするレコードの最大数。デフォルト値は 10000 です。
• "addIdleTimeBetweenReads": (オプション) 2 つの連続する getRecords オペレーション間の遅延
時間を追加します。デフォルト値は "False" です。このオプションは、Glue バージョン 2.0 以降での
み設定可能です。
• "idleTimeBetweenReadsInMs": (オプション) 2 つの連続する getRecords オペレーション間での、
最短の遅延時間 (ミリ秒単位で指定)。デフォルト値は 1000 です。このオプションは、Glue バージョン
2.0 以降でのみ設定可能です。
• "describeShardInterval": (オプション) スクリプトが呼び出す 2 つの ListShards API 間での、
再シャーディングを考慮すべき最小時間。詳細については、Amazon Kinesis Data Streams デベロッ
パーガイドの「リシャーディングのための戦略」を参照してください。デフォルト値は 1s です。
• "numRetries": (オプション) Kinesis Data Streams API リクエストを再試行する最大の回数。デフォル
ト値は 3 です。
• "retryIntervalMs": (オプション) Kinesis Data Streams API 呼び出しを再試行するまでのクールオフ
期間 (ミリ秒単位で指定)。デフォルト値は 1000 です。
• "maxRetryIntervalMs": (オプション) 再試行で 2 つの Kinesis Data Streams API を呼び出す間の最
大クールオフ期間 (ミリ秒単位で指定)。デフォルト値は 10000 です。
• "avoidEmptyBatches": (オプション) バッチ処理を開始する前に、Kinesis データストリームで未読の
データをチェックすることで、空のマイクロバッチジョブを作成しないようにします。デフォルト値は
"False" です。
• "schema": (inferSchema に false を設定した場合は必須) ペイロードの処理に使用するスキーマ。分類
が avro である場合、提供されるスキーマには Avro スキーマ形式を使用する必要があります。分類が
avro 以外の場合、提供されるスキーマには DDL スキーマ形式を使用する必要があります。
以下に、スキーマの例を示します。
Example in DDL schema format
'column1' INT, 'column2' STRING , 'column3' FLOAT

Example in Avro schema format
{

"type":"array",
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}

"items":
{
"type":"record",
"name":"test",
"fields":
[
{
"name":"_id",
"type":"string"
},
{
"name":"index",
"type":
[
"int",
"string",
"float"
]
}
]
}

• "inferSchema": (オプション) デフォルト値は「false」です。「true」に設定すると、実行時に、ス
キーマが foreachbatch 内のペイロードから検出されます。
• "avroSchema": (非推奨) Avro 形式を使用する場合に、Avro データのスキーマを指定するために使用さ
れるパラメータです。このパラメータは非推奨となりました。schema パラメータを使用します。

"connectionType": "mongodb"
MongoDB への接続を指定します。接続オプションは、ソース接続とシンク接続とで異なります。

"connectionType": "mongodb" ソースとする
"connectionType": "mongodb" をソースとして、次の接続オプションを使用します。
• "uri": (必須) 読み込み元の MongoDB ホスト (形式: mongodb://<host>:<port>)。
• "database": (必須) 読み込み元の MongoDB データベース。このオプションは、ジョブ
スクリプトで glue_context.create_dynamic_frame_from_catalog を呼び出す際
に、additional_options を介して渡すことも可能です。
• "collection": (必須) 読み込み元の MongoDB コレクション。このオプションは、ジョブ
スクリプトで glue_context.create_dynamic_frame_from_catalog を呼び出す際
に、additional_options を介して渡すことも可能です。
• "username": (必須) MongoDB のユーザー名。
• "password": (必須) MongoDB のパスワード。
• "ssl": (オプション) true の場合、SSL 接続を開始します。デフォルト: false。
• "ssl.domain_match": (任意) true と ssl が true の場合 、ドメイン一致チェックが実行されます。
デフォルト: true。
• "batchSize": (オプション): 内部バッチのカーソル内で使用される、バッチごとに返されるドキュメン
トの数。
• "partitioner": (オプション): MongoDB から入力データを読み取るためのパーティショナーのクラス
名。コネクタには、次のパーティショナーがあります。
• MongoDefaultPartitioner (デフォルト)
• MongoSamplePartitioner (MongoDB 3.2 以降が必要です)
• MongoShardedPartitioner
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• MongoSplitVectorPartitioner
• MongoPaginateByCountPartitioner
• MongoPaginateBySizePartitioner
• "partitionerOptions" (オプション): 指定されたパーティショナーのオプション。各パーティショ
ナーでは、次のオプションがサポートされています。
• MongoSamplePartitioner: partitionKey, partitionSizeMB, samplesPerPartition
• MongoShardedPartitioner: shardkey
• MongoSplitVectorPartitioner: partitionKey, partitionSizeMB
• MongoPaginateByCountPartitioner: partitionKey, numberOfPartitions
• MongoPaginateBySizePartitioner: partitionKey, partitionSizeMB
これらのオプションの詳細については、MongoDB のドキュメントの「Partitioner Configuration」を参
照してください。サンプルコードについては、「the section called “例: 接続タイプとオプションの設
定” (p. 705)」を参照してください。

"connectionType": "mongodb" as Sink
"connectionType": "mongodb" をシンクとして、次の接続オプションを使用します。
• "uri": (必須) 書き込み先の MongoDB ホスト (形式: mongodb://<host>:<port>)。
• "database": (必須) 書き込み先の MongoDB データベース。
• "collection": (必須) 書き込み先の MongoDB コレクション。
• "username": (必須) MongoDB のユーザー名。
• "password": (必須) MongoDB のパスワード。
• "ssl": (オプション) true の場合、SSL 接続を開始します。デフォルト: false。
• "ssl.domain_match": (任意) true と ssl が true の場合 、ドメイン一致チェックが実行されます。
デフォルト: true。
• "extendedBsonTypes": (オプション) true が設定されている場合、MongoDB にデータを書き込む際
に拡張 BSON 型を使用することを許可します。デフォルト: true。
• "replaceDocument": (オプション) true の場合、_id フィールドを含むデータセットを保存するとき
に、ドキュメント全体を置き換えます。false の場合、データセットのフィールドと一致するドキュメ
ントのフィールドのみが更新されます。デフォルト: true。
• "maxBatchSize": (オプション): データを保存するときの一括オペレーションの最大バッチサイズ。デ
フォルトは 512 です。
サンプルコードについては、「the section called “例: 接続タイプとオプションの設定” (p. 705)」を参照
してください。

"connectionType": "orc"
Apache Hive Optimized Row Columnar (ORC) ファイル形式で、Amazon S3 に保存されるファイルへの接
続を指定します。
"connectionType": "orc" では、次の接続オプションを使用します。
• paths: (必須) 読み取りのソースとなる Amazon S3 パスのリスト。
• (その他のオプション名/値ペア): 書式設定オプションなどのその他のオプションはすべて SparkSQL
DataSource に直接渡されます。詳細については、「Redshift data source for Spark」を参照してくだ
さい。
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"connectionType": "parquet"
Apache Parquet ファイル形式で、Amazon S3 に保存されるファイルへの接続を指定します。
"connectionType": "parquet" では、次の接続オプションを使用します。
• paths: (必須) 読み取りのソースとなる Amazon S3 パスのリスト。
• (その他のオプション名/値ペア): 書式設定オプションなどのその他のオプションはすべて SparkSQL
DataSource に直接渡されます。詳細については、GitHub ウェブサイトの「Amazon Redshift data
source for Spark」を参照してください。

"connectionType": "s3"
Simple Storage Service (Amazon S3) への接続を指定します。
"connectionType": "s3" では、次の接続オプションを使用します。
• "paths": (必須) 読み取りのソースとなる Amazon S3 パスのリスト。
• "exclusions": (オプション) 除外する Unix スタイルの glob パターンの JSON リストを含む文字列。
例えば、"[\"**.pdf\"]" はすべての PDF ファイルを除外します。AWS Glue がサポートする glob
構文の詳細については、「包含パターンと除外パターンを使用する」を参照してください。
• "compressionType": または「compression」: (オプション) データの圧縮方法を指定しま
す。Simple Storage Service (Amazon S3) ソース用には "compressionType" を、Simple Storage
Service (Amazon S3) ターゲット用には "compression" を使用します。データに標準のファイル拡張
子が付いている場合、このオプションは一般的に不要です。指定できる値は "gzip" および "bzip" で
す。
• "groupFiles": (オプション) 入力ファイルが 50,000 個を超える場合、デフォルトでファイルのグルー
プ化が有効化されます。入力ファイルが 50,000 個未満の場合にグループ化を有効化するには、このパ
ラメータに "inPartition" を設定します。入力ファイルが 50,000 個を超える場合に、グループ化を
無効にするには、このパラメータを "none" に設定します。
• "groupSize": (オプション) ターゲットグループのサイズ (バイト単位)。デフォルトは、入力データの
サイズとクラスターのサイズに基づいて計算されます。入力ファイルが 50,000 個未満の場合、このオ
プションを有効にするには、"groupFiles" を "inPartition" に設定する必要があります。
• "recurse": (オプション) true に設定した場合は、指定したパスの下にあるすべてのサブディレクトリ
内のファイルを再帰的に読み取ります。
• "maxBand": (オプション、詳細設定) このオプションでは、s3 リストの一貫性が認められるまでの期間
をミリ秒単位で指定します。Amazon S3 の結果整合性を担保するために、直前の maxBand ミリ秒以内
の変更タイムスタンプが付いたファイルが、特に JobBookmarks の使用時に追跡されます。ほとんど
のユーザーはこのオプションを設定する必要はありません。デフォルトは 900000 ミリ秒 (15 分) です。
• "maxFilesInBand": (オプション、詳細設定) このオプションは、直前の maxBand 秒間に保存する
ファイルの最大数を指定します。この数を超えた場合、余分なファイルはスキップされ、次のジョブ実
行時にのみ処理されます。ほとんどのユーザーはこのオプションを設定する必要はありません。
• "isFailFast": (オプション) このオプションにより、AWS Glue ETL ジョブがリーダー解析の例外を
スローするかどうかを決定します。true に設定すると、Spark タスクが 4 回の再試行のうちにデータ
を正しく解析できなかった場合、ジョブは速やかに失敗します。

JDBC connectionType の値
これには以下が含まれます。
• "connectionType": "sqlserver": Microsoft SQL Server データベースへの接続を指定します。
• "connectionType": "mysql": MySQL データベースへの接続を指定します。
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• "connectionType": "oracle": Oracle データベースへの接続を指定します。
• "connectionType": "postgresql": PostgreSQL データベースへの接続を指定します。
• "connectionType": "redshift": Amazon Redshift データベースへの接続を指定します。
次の表に、AWS Glue がサポートする JDBC ドライバーのバージョンを示します。
製品

Glue 0.9、1.0、2.0 の JDBC ド
ライバのバージョン

Glue 3.0 の JDBC ドライバの
バージョン

Microsoft SQL Server

6.x

7.x

MySQL

5.1

8.0.23

Oracle Database

11.2

21.1

PostgreSQL

42.1.x

42.2.18

MongoDB

2.0.0

4.0.0

Amazon Redshift

4.1

4.1

JDBC 接続では、次の接続オプションを使用します。
• "url": (必須) データベースの JDBC URL。
• "dbtable": 読み取り元のデータベーステーブル。データベース内でスキーマをサポートする JDBC
データストアの場合、schema.table-name を指定します。スキーマを指定しない場合、デフォルトの
「パブリック」スキーマが使用されます。
• "redshiftTmpDir": (Amazon Redshift の場合は必須、他の JDBC タイプの場合はオプション) データ
ベースからコピーする際の一時データをステージングできる Amazon S3 のパス。
• "user": (必須) 接続時に使用するユーザー名。
• "password": (必須) 接続時に使用するパスワード。
• (オプション) 次のオプションを使用すると、カスタム JDBC ドライバーを指定できます。AWS Glue が
ネイティブでサポートしていないドライバーを使用する必要がある場合は、これらのオプションを使用
します。ソースおよびターゲットが同じデータベース製品の場合でも、ETL ジョブは、データソースお
よびターゲットに対して、異なるバージョンの JDBC ドライバーを使用することができます。これによ
り、異なるバージョンのソースデータベースとターゲットデータベース間でデータを移行できます。こ
れらのオプションを使用するには、最初に JDBC ドライバーの jar ファイルを Amazon S3 にアップロー
ドする必要があります。
• "customJdbcDriverS3Path": カスタム JDBC ドライバーの Simple Storage Service (Amazon S3)
パス。
• "customJdbcDriverClassName": JDBC ドライバーのクラス名。
• "bulksize":（オプション）JDBC ターゲットへのバルクロードを高速化するためのパラレル挿入を構
成するために使用します。データの書き込みまたは挿入時に使用する並列度の整数値を指定します。こ
のオプションは、Arch User Repository (AUR) などのデータベースへの書き込みのパフォーマンスを向
上させるのに役立ちます。
• "sampleQuery": (オプション) サンプリング用のカスタム SQL クエリステートメント。デフォルトで
は、サンプルクエリは単一のエグゼキュータによって実行されます。大きなデータセットを読み取る
場合は、JDBC パーティション化を有効にして、テーブルをパラレルにクエリする必要があります。詳
細については、JDBC テーブルからのパラレル読み取りを参照してください。sampleQuery を JDBC
パーティショニングで使用する場合は、enablePartitioningForSampleQuery も true に設定しま
す。
• "enablePartitioningForSampleQuery": (オプション) デフォルトでは、このオプションは false と
なっています。sampleQuery をパーティション化された JDBC テーブルで使用する場合は必要になり
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ます。true に設定すると、AWS Glueでパーティション化条件を追加するためには、sampleQuery が
「where」または「and」で終わる必要があります。以下の例を参照してください。
• "sampleSize": (オプション) サンプルクエリによって返される行数を制限しま
す。enablePartitioningForSampleQuery が true の場合にのみ動作します。パーティショニング
が有効になっていない場合は、代わりに sampleQuery で「limit x」を追加してサイズを制限します。

Example パーティション化せずに sampleQuery を使用する
次のコード例は、パーティション化せずに sampleQuery を使用する方法を示しています。
//A full sql query statement.
val query = "select name from $tableName where age > 0 limit 1"
val connectionOptions = JsonOptions(Map(
"url" # url,
"dbtable" # table,
"user" # user,
"password" # password,
"basePath" # basePath,
"sampleQuery" # query ))
val dyf = glueContext.getSource("mysql", connectionOptions)
.getDynamicFrame()

Example JDBC パーティション化で sampleQuery を使用する
次のコード例は、JDBC パーティション化で sampleQuery を使用する方法を示しています。
//note that the query should end with "where" or "and" if use with JDBC partitioning.
val query = "select name from $tableName where age > 0 and"
//Enable JDBC partitioning by setting hashfield.
//to use sampleQuery with partitioning, set enablePartitioningForSampleQuery.
//use sampleSize to limit the size of returned data.
val connectionOptions = JsonOptions(Map(
"url" # url,
"dbtable" # table,
"user" # user,
"password" # password,
"basePath" # basePath,
"hashfield" -> primaryKey,
"sampleQuery" # query,
"enablePartitioningForSampleQuery" -> true,
"sampleSize" -> "1" ))
val dyf = glueContext.getSource("mysql", connectionOptions)
.getDynamicFrame()

Redshift 接続タイプの場合は、書式設定オプションを含め、JDBC 接続用に接続オプションに含まれるそ
の他のオプション名/値ペアはすべて、基になる SparkSQL DataSource に直接渡されます。詳細について
は、「Redshift data source for Spark」を参照してください。
次のコード例は、カスタム JDBC ドライバーを使用して JDBC データベースから読み書きする方法を示し
ています。データベース製品の 1 つのバージョンから読み取り、同じ製品の新しいバージョンに書き込ん
でいます。
Python
import sys
from awsglue.transforms import *
from awsglue.utils import getResolvedOptions
from pyspark.context import SparkContext, SparkConf
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from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job
import time
from pyspark.sql.types import StructType, StructField, IntegerType, StringType
sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)
spark = glueContext.spark_session
# Construct JDBC connection options
connection_mysql5_options = {
"url": "jdbc:mysql://<jdbc-host-name>:3306/db",
"dbtable": "test",
"user": "admin",
"password": "pwd"}
connection_mysql8_options = {
"url": "jdbc:mysql://<jdbc-host-name>:3306/db",
"dbtable": "test",
"user": "admin",
"password": "pwd",
"customJdbcDriverS3Path": "s3://path/mysql-connector-java-8.0.17.jar",
"customJdbcDriverClassName": "com.mysql.cj.jdbc.Driver"}
connection_oracle11_options = {
"url": "jdbc:oracle:thin:@//<jdbc-host-name>:1521/ORCL",
"dbtable": "test",
"user": "admin",
"password": "pwd"}
connection_oracle18_options = {
"url": "jdbc:oracle:thin:@//<jdbc-host-name>:1521/ORCL",
"dbtable": "test",
"user": "admin",
"password": "pwd",
"customJdbcDriverS3Path": "s3://path/ojdbc10.jar",
"customJdbcDriverClassName": "oracle.jdbc.OracleDriver"}
# Read from JDBC databases with custom driver
df_mysql8 = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(connection_type="mysql",
connection_options=connection_mysql8_options)
# Read DynamicFrame from MySQL 5 and write to MySQL 8
df_mysql5 = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(connection_type="mysql",
connection_options=connection_mysql5_options)
glueContext.write_from_options(frame_or_dfc=df_mysql5, connection_type="mysql",
connection_options=connection_mysql8_options)
# Read DynamicFrame from Oracle 11 and write to Oracle 18
df_oracle11 = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(connection_type="oracle",
connection_options=connection_oracle11_options)
glueContext.write_from_options(frame_or_dfc=df_oracle11, connection_type="oracle",
connection_options=connection_oracle18_options)

Scala
import
import
import
import
import

com.amazonaws.services.glue.GlueContext
com.amazonaws.services.glue.MappingSpec
com.amazonaws.services.glue.errors.CallSite
com.amazonaws.services.glue.util.GlueArgParser
com.amazonaws.services.glue.util.Job
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import
import
import
import

com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
com.amazonaws.services.glue.DynamicFrame
org.apache.spark.SparkContext
scala.collection.JavaConverters._

object GlueApp {
val MYSQL_5_URI: String =
val MYSQL_8_URI: String =
val ORACLE_11_URI: String
val ORACLE_18_URI: String

"jdbc:mysql://<jdbc-host-name>:3306/db"
"jdbc:mysql://<jdbc-host-name>:3306/db"
= "jdbc:oracle:thin:@//<jdbc-host-name>:1521/ORCL"
= "jdbc:oracle:thin:@//<jdbc-host-name>:1521/ORCL"

// Construct JDBC connection options
lazy val mysql5JsonOption = jsonOptions(MYSQL_5_URI)
lazy val mysql8JsonOption = customJDBCDriverJsonOptions(MYSQL_8_URI, "s3://path/
mysql-connector-java-8.0.17.jar", "com.mysql.cj.jdbc.Driver")
lazy val oracle11JsonOption = jsonOptions(ORACLE_11_URI)
lazy val oracle18JsonOption = customJDBCDriverJsonOptions(ORACLE_18_URI, "s3://path/
ojdbc10.jar", "oracle.jdbc.OracleDriver")
def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
val spark: SparkContext = new SparkContext()
val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)
val args = GlueArgParser.getResolvedOptions(sysArgs, Seq("JOB_NAME").toArray)
Job.init(args("JOB_NAME"), glueContext, args.asJava)
// Read from JDBC database with custom driver
val df_mysql8: DynamicFrame = glueContext.getSource("mysql",
mysql8JsonOption).getDynamicFrame()
// Read DynamicFrame from MySQL 5 and write to MySQL 8
val df_mysql5: DynamicFrame = glueContext.getSource("mysql",
mysql5JsonOption).getDynamicFrame()
glueContext.getSink("mysql", mysql8JsonOption).writeDynamicFrame(df_mysql5)
// Read DynamicFrame from Oracle 11 and write to Oracle 18
val df_oracle11: DynamicFrame = glueContext.getSource("oracle",
oracle11JsonOption).getDynamicFrame()
glueContext.getSink("oracle", oracle18JsonOption).writeDynamicFrame(df_oracle11)
}

Job.commit()

private def jsonOptions(uri: String): JsonOptions = {
new JsonOptions(
s"""{"url": "${url}",
|"dbtable":"test",
|"user": "admin",
|"password": "pwd"}""".stripMargin)
}
private def customJDBCDriverJsonOptions(uri: String, customJdbcDriverS3Path: String,
customJdbcDriverClassName: String): JsonOptions = {
new JsonOptions(
s"""{"url": "${url}",
|"dbtable":"test",
|"user": "admin",
|"password": "pwd",
|"customJdbcDriverS3Path": "${customJdbcDriverS3Path}",
|"customJdbcDriverClassName" : "${customJdbcDriverClassName}"}""".stripMargin)
}

}
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カスタムと AWS Marketplace での、connectionType の値
これには以下が含まれます。
• "connectionType": "marketplace.athena": Amazon Athena データストアへの接続を指定しま
す。この接続では、AWS Marketplace が提供するコネクタを使用します。
• "connectionType": "marketplace.spark": Apache Spark データストアへの接続を指定します。
この接続では、AWS Marketplace が提供するコネクタを使用します。
• "connectionType": "marketplace.jdbc": JDBC データストアへの接続を指定します。この接続
では、AWS Marketplace が提供するコネクタを使用します。
• "connectionType": "custom.athena": Amazon Athena データストアへの接続を指定します。接
続には、AWS Glue Studio にアップロードしたカスタムコネクタを使用します。
• "connectionType": "custom.spark": Apache Spark データストアへの接続を指定します。接続に
は、AWS Glue Studio にアップロードしたカスタムコネクタを使用します。
• "connectionType": "custom.jdbc": JDBC データストアへの接続を指定します。接続には、AWS
Glue Studio にアップロードしたカスタムコネクタを使用します。

custom.jdbc または marketplace.jdbc 型での接続オプション
• className – (必須) ドライバクラス名を示す文字列。
• connectionName – (必須) コネクタに関連付けられている接続の名前を示す文字列。
• url – (必須) データソースへの接続を構築するために使用される、プレースホルダを含む JDBC URL
(${}) を示す文字列。プレースホルダー ${secretKey} は、AWS Secrets Manager 内にある同じ名前
のシークレットにより置き換えられます。URL の構築の詳細については、データストアのドキュメント
を参照してください。
• secretId または user/password – (必須) URL の認証情報を取得するために使用される文字列。
• dbTableまたはquery – (必須) データを取得するテーブルまたは SQL クエリを示す文字列。dbTable
または query を指定できます。両方を指定することはできません。
• partitionColumn – (オプション) パーティション化に使用される整数カラムの名前を示す文字列。こ
のオプションは、lowerBound、upperBound、および numPartitions に含まれている場合にのみ
機能します。このオプションの機能は、Spark SQL JDBC リーダーのものと同様です。詳細について
は、Apache Spark SQL, DataFrames and Datasets Guide の「JDBC To Other Databases」を参照して
ください。
lowerBound および upperBound 値は、パーティションのストライドを決定するために使用されます
(テーブル内の行のフィルタリングには使用しません)。返されるテーブル内のすべての行は、パーティ
ション化されています。

Note
テーブル名の代わりにクエリを使用する場合は、指定されたパーティショニング条件でクエリ
が動作することを確認する必要があります。例:
• "SELECT col1 FROM table1" の形式のクエリでパーティション列を使用する場合、末尾
に WHERE 句を追加してそのクエリをテストします。
• クエリ形式が SELECT col1 FROM table1 WHERE col2=val" の場合は、WHERE 句を
AND とパーティション列を使用する式で拡張することで、そのクエリをテストします。
• lowerBound – パーティションストライドを決定するために使用される partitionColumn の最小値を
示す整数 (オプション)。
• upperBound – パーティションストライドを決定するために使用される partitionColumn の最大値を
示す整数 (オプション)。
• numPartitions – パーティション数を示す整数 (オプション)。この値は、(範囲に含まれる)
lowerBound と (範囲に含まれない) upperBound とともに使用され、partitionColumn の分割で使
用するために生成された WHERE 句の式のための、パーティションストライドを形成します。
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Important
パーティションが多すぎると、外部データベースシステムで問題が発生する可能性があるた
め、パーティションの数には注意を払ってください。
• filterPredicate – ソースからのデータをフィルタリングする、追加の条件句を示す文字列 (オプ
ション)。例:
BillingCity='Mountain View'

table 名の代わりに query を使用した場合は、指定された filterPredicate でクエリが動作すること
を確認します。例:
• クエリの形式が "SELECT col1 FROM table1" の場合は、フィルタ述語を使用するクエリの末尾に
WHERE 句を追加して、そのクエリをテストします。
• クエリ形式が "SELECT col1 FROM table1 WHERE col2=val" の場合は、WHERE 句を AND およ
びフィルター述語を使用する式で拡張して、そのクエリをテストします。
• dataTypeMapping – (ディクショナリ、オプション) JDBC データ型 から Glue データ型に対
するマッピングを構築する、カスタムのデータ型マッピング。例えば、"dataTypeMapping":
{"FLOAT":"STRING"} オプションは、ドライバーの ResultSet.getString() メソッドを呼び出
すことによって JDBC FLOAT データ型のデータフィールドを Java String データ型にマップし、そ
れを使用してグルーレコードを構築します。ResultSet オブジェクトは各ドライバによって実装され
るため、その動作は使用するドライバにより決定されます。ドライバによる変換の実行方法について
は、JDBC ドライバのドキュメントを参照してください。
• AWS Glue で現在サポートされているデータ型は以下のとおりです。
• DATE
• STRING
• TIMESTAMP
• INT
• FLOAT
• LONG
• BIGDECIMAL
• BYTE
• SHORT
• DOUBLE
JDBC データ型としては、Java8 java.sql.types がサポートされています。
デフォルトの (JDBC から AWS Glue への) データ型マッピングは以下のとおりです。
• DATE -> DATE
• VARCHAR -> STRING
• CHAR -> STRING
• LONGNVARCHAR -> STRING
• TIMESTAMP -> TIMESTAMP
• INTEGER -> INT
• FLOAT -> FLOAT
• REAL -> FLOAT
• BIT -> BOOLEAN
• BOOLEAN -> BOOLEAN
• BIGINT -> LONG
• DECIMAL -> BIGDECIMAL
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• NUMERIC -> BIGDECIMAL
• TINYINT -> SHORT
• SMALLINT -> SHORT
• DOUBLE -> DOUBLE
カスタムのデータタイプマッピングで dataTypeMapping オプションを使用すると、デフォルトのデー
タ型マッピングをオーバーライドできます。この影響を受けるのは、dataTypeMapping オプションで
リストされた JDBC データ型のみです。他のすべての JDBC データ型に対しては、デフォルトのマッピ
ングが使用されます。必要に応じて、別の JDBC データ型のマッピングを追加することも可能です。デ
フォルトまたはカスタムのマッピングのいずれにも JDBC データ型が含まれていない場合、データ型は
デフォルトで AWS GlueSTRING データ型に変換されます。
次の Python コード例は、AWS Marketplace のJDBC ドライバーを使用して、JDBC データベースからの
読み取りを実行する方法を示しています。ここでは、データベースからの読み取りと、S3 ロケーションへ
の書き込みの方法を知ることができます。
import sys
from awsglue.transforms import *
from awsglue.utils import getResolvedOptions
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job
## @params: [JOB_NAME]
args = getResolvedOptions(sys.argv, ['JOB_NAME'])
sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)
spark = glueContext.spark_session
job = Job(glueContext)
job.init(args['JOB_NAME'], args)
## @type: DataSource
## @args: [connection_type = "marketplace.jdbc", connection_options =
{"dataTypeMapping":{"INTEGER":"STRING"},"upperBound":"200","query":"select id,
name, department from department where id < 200","numPartitions":"4",
"partitionColumn":"id","lowerBound":"0","connectionName":"test-connection-jdbc"},
transformation_ctx = "DataSource0"]
## @return: DataSource0
## @inputs: []
DataSource0 = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(connection_type =
"marketplace.jdbc", connection_options = {"dataTypeMapping":{"INTEGER":"STRING"},
"upperBound":"200","query":"select id, name, department from department where
id < 200","numPartitions":"4","partitionColumn":"id","lowerBound":"0",
"connectionName":"test-connection-jdbc"}, transformation_ctx = "DataSource0")
## @type: ApplyMapping
## @args: [mappings = [("department", "string", "department", "string"), ("name",
"string",
"name", "string"), ("id", "int", "id", "int")], transformation_ctx = "Transform0"]
## @return: Transform0
## @inputs: [frame = DataSource0]
Transform0 = ApplyMapping.apply(frame = DataSource0, mappings = [("department",
"string",
"department", "string"), ("name", "string", "name", "string"), ("id", "int", "id",
"int")],
transformation_ctx = "Transform0")
## @type: DataSink
## @args: [connection_type = "s3", format = "json", connection_options = {"path":
"s3://<S3 path>/", "partitionKeys": []}, transformation_ctx = "DataSink0"]
## @return: DataSink0
## @inputs: [frame = Transform0]
DataSink0 = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(frame = Transform0,
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connection_type = "s3", format = "json", connection_options = {"path":
"s3://<S3 path>/", "partitionKeys": []}, transformation_ctx = "DataSink0")
job.commit()

custom.athena または marketplace.athena タイプ用の接続オプション
• className – (必須) ドライバクラス名を示す文字列。Athena-CloudWatch コネクタ
を使用している場合、このパラメータ値はクラス名にプレフィックスされます (例:
"com.amazonaws.athena.connectors")。Athena-CloudWatch コネクタは、メタデータハンド
ラーとレコードハンドラーの 2 つのクラスで構成されています。共通のプレフィックスを指定すること
で、API がそのプレフィックスに基づいた適切なクラスをロードします。
• tableName – (必須) 読み込む CloudWatch ログストリームの名前を示す文字列。このコードスニペット
では、ビューに特別な名前 all_log_streams を使用しています。この場合、返された動的データフ
レームには、ロググループ内のすべてのログストリームからのデータが含まれます。
• schemaName – (必須) 読み取りのソースとなる CloudWatch ロググループの名前を示す文字列。例え
ば、/aws-glue/jobs/output です。
• connectionName – (必須) コネクタに関連付けられている接続の名前を示す文字列。
このコネクタの追加オプションについては、GitHub の Amazon Athena CloudWatch Connector README
ファイルを参照してください。
次の Python コード例は、AWS Marketplace コネクタを使用しながら、Athena データストアからの読み取
りを実行する方法を示しています。こここでは、Athena からの読み取りと、S3 ロケーションへの書き込
みを行う方法を知ることができます。
import sys
from awsglue.transforms import *
from awsglue.utils import getResolvedOptions
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job
## @params: [JOB_NAME]
args = getResolvedOptions(sys.argv, ['JOB_NAME'])
sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)
spark = glueContext.spark_session
job = Job(glueContext)
job.init(args['JOB_NAME'], args)
## @type: DataSource
## @args: [connection_type = "marketplace.athena", connection_options =
{"tableName":"all_log_streams","schemaName":"/aws-glue/jobs/output",
"connectionName":"test-connection-athena"}, transformation_ctx = "DataSource0"]
## @return: DataSource0
## @inputs: []
DataSource0 = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(connection_type =
"marketplace.athena", connection_options = {"tableName":"all_log_streams",,
"schemaName":"/aws-glue/jobs/output","connectionName":
"test-connection-athena"}, transformation_ctx = "DataSource0")
## @type: ApplyMapping
## @args: [mappings = [("department", "string", "department", "string"), ("name",
"string",
"name", "string"), ("id", "int", "id", "int")], transformation_ctx = "Transform0"]
## @return: Transform0
## @inputs: [frame = DataSource0]
Transform0 = ApplyMapping.apply(frame = DataSource0, mappings = [("department",
"string",
"department", "string"), ("name", "string", "name", "string"), ("id", "int", "id",
"int")],
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transformation_ctx = "Transform0")
## @type: DataSink
## @args: [connection_type = "s3", format = "json", connection_options = {"path":
"s3://<S3 path>/", "partitionKeys": []}, transformation_ctx = "DataSink0"]
## @return: DataSink0
## @inputs: [frame = Transform0]
DataSink0 = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(frame = Transform0,
connection_type = "s3", format = "json", connection_options = {"path":
"s3://<S3 path>/", "partitionKeys": []}, transformation_ctx = "DataSink0")
job.commit()

custom.spark または marketplace.spark タイプ用の接続オプション
• className – (必須) コネクタのクラス名を支援す文字列。
• secretId – (オプション) コネクタ接続の認証情報を取得するために使用される文字列。
• connectionName – (必須) コネクタに関連付けられている接続の名前を示す文字列。
• その他のオプションは、データストアによって異なります。例えば、Elasticsearch for Apache Hadoop
ドキュメントの説明にあるように、OpenSearch の設定オプションは「es」でプレフィックスされ
ます。Spark から Snowflake への接続では、Connecting to Snowflake ガイドの「Using the Spark
Connector」で説明されているように、sfUser および sfPassword のオプションを使用します。
次の Python コード例に、marketplace.spark 接続を使用して、OpenSearch のデータストアからの読
み取りを実行する方法を示します。
import sys
from awsglue.transforms import *
from awsglue.utils import getResolvedOptions
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job
## @params: [JOB_NAME]
args = getResolvedOptions(sys.argv, ['JOB_NAME'])
sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)
spark = glueContext.spark_session
job = Job(glueContext)
job.init(args['JOB_NAME'], args)
## @type: DataSource
## @args: [connection_type = "marketplace.spark", connection_options = {"path":"test",
"es.nodes.wan.only":"true","es.nodes":"https://<AWS endpoint>",
"connectionName":"test-spark-es","es.port":"443"}, transformation_ctx =
"DataSource0"]
## @return: DataSource0
## @inputs: []
DataSource0 = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(connection_type =
"marketplace.spark", connection_options = {"path":"test","es.nodes.wan.only":
"true","es.nodes":"https://<AWS endpoint>","connectionName":
"test-spark-es","es.port":"443"}, transformation_ctx = "DataSource0")
## @type: DataSink
## @args: [connection_type = "s3", format = "json", connection_options = {"path":
"s3://<S3 path>/", "partitionKeys": []}, transformation_ctx = "DataSink0"]
## @return: DataSink0
## @inputs: [frame = DataSource0]
DataSink0 = glueContext.write_dynamic_frame.from_options(frame = DataSource0,
connection_type = "s3", format = "json", connection_options = {"path":
"s3://<S3 path>/", "partitionKeys": []}, transformation_ctx = "DataSink0")
job.commit()
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例: 接続タイプとオプションの設定
このセクションのサンプルコードは、抽出、変換、ロード (ETL) のソースとシンクに接続するときの
接続タイプと接続オプションを設定する方法を示しています。このコードでは、MongoDB と Amazon
DocumentDB (MongoDB 互換) への接続のために、Python と Scala の両方で接続タイプと接続オプション
を指定する方法を確認していただけます。このコードは、AWS Glue がサポートする他のデータストアに
接続する場合と同様です。

Note
Amazon DocumentDB に接続する ETL ジョブを作成する際、Connections ジョブのプロパティ
において、Amazon DocumentDB が実行されている Virtual Private Cloud (VPC) を特定するため
の、接続オブジェクトを指定する必要があります。接続オブジェクトの場合、接続タイプは JDBC
で、JDBC URL は mongo://<DocumentDB_host>:27017 である必要があります。
トピック
• Python での接続 (p. 705)
• Scala での接続 (p. 706)

Python での接続
次の Python スクリプトでは、MongoDB および Amazon DocumentDB に対する読み取りと書き込みのた
めの、接続タイプと接続オプションの使用方法を示しています。
import sys
from awsglue.transforms import *
from awsglue.utils import getResolvedOptions
from pyspark.context import SparkContext, SparkConf
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job
import time
## @params: [JOB_NAME]
args = getResolvedOptions(sys.argv, ['JOB_NAME'])
sc = SparkContext()
glueContext = GlueContext(sc)
spark = glueContext.spark_session
job = Job(glueContext)
job.init(args['JOB_NAME'], args)
output_path = "s3://some_bucket/output/" + str(time.time()) + "/"
mongo_uri = "mongodb://<mongo-instanced-ip-address>:27017"
mongo_ssl_uri = "mongodb://<mongo-instanced-ip-address>:27017"
documentdb_uri = "mongodb://<mongo-instanced-ip-address>:27017"
write_uri = "mongodb://<mongo-instanced-ip-address>:27017"
documentdb_write_uri = "mongodb://<mongo-instanced-ip-address>:27017"
read_docdb_options = {
"uri": documentdb_uri,
"database": "test",
"collection": "coll",
"username": "username",
"password": "1234567890",
"ssl": "true",
"ssl.domain_match": "false",
"partitioner": "MongoSamplePartitioner",
"partitionerOptions.partitionSizeMB": "10",
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"partitionerOptions.partitionKey": "_id"

}

read_mongo_options = {
"uri": mongo_uri,
"database": "test",
"collection": "coll",
"username": "username",
"password": "pwd",
"partitioner": "MongoSamplePartitioner",
"partitionerOptions.partitionSizeMB": "10",
"partitionerOptions.partitionKey": "_id"}
ssl_mongo_options = {
"uri": mongo_ssl_uri,
"database": "test",
"collection": "coll",
"ssl": "true",
"ssl.domain_match": "false"
}
write_mongo_options = {
"uri": write_uri,
"database": "test",
"collection": "coll",
"username": "username",
"password": "pwd"
}
write_documentdb_options = {
"uri": documentdb_write_uri,
"database": "test",
"collection": "coll",
"username": "username",
"password": "pwd"
}
# Get DynamicFrame from MongoDB and DocumentDB
dynamic_frame = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(connection_type="mongodb",
connection_options=read_mongo_options)
dynamic_frame2 =
glueContext.create_dynamic_frame.from_options(connection_type="documentdb",
connection_options=read_docdb_options)
# Write DynamicFrame to MongoDB and DocumentDB
glueContext.write_dynamic_frame.from_options(dynamic_frame, connection_type="mongodb",
connection_options=write_mongo_options)
glueContext.write_dynamic_frame.from_options(dynamic_frame2, connection_type="documentdb",
connection_options=write_documentdb_options)
job.commit()

Scala での接続
次の Scala スクリプトでは、MongoDB と Amazon DocumentDB に対する読み取りと書き込みのための、
接続タイプと接続オプションの使用方法を示しています。
import
import
import
import
import
import

com.amazonaws.services.glue.GlueContext
com.amazonaws.services.glue.MappingSpec
com.amazonaws.services.glue.errors.CallSite
com.amazonaws.services.glue.util.GlueArgParser
com.amazonaws.services.glue.util.Job
com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
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import com.amazonaws.services.glue.DynamicFrame
import org.apache.spark.SparkContext
import scala.collection.JavaConverters._
object GlueApp {
val DEFAULT_URI: String = "mongodb://<mongo-instanced-ip-address>:27017"
val WRITE_URI: String = "mongodb://<mongo-instanced-ip-address>:27017"
val DOC_URI: String = "mongodb://<mongo-instanced-ip-address>:27017"
val DOC_WRITE_URI: String = "mongodb://<mongo-instanced-ip-address>:27017"
lazy val defaultJsonOption = jsonOptions(DEFAULT_URI)
lazy val documentDBJsonOption = jsonOptions(DOC_URI)
lazy val writeJsonOption = jsonOptions(WRITE_URI)
lazy val writeDocumentDBJsonOption = jsonOptions(DOC_WRITE_URI)
def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
val spark: SparkContext = new SparkContext()
val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)
val args = GlueArgParser.getResolvedOptions(sysArgs, Seq("JOB_NAME").toArray)
Job.init(args("JOB_NAME"), glueContext, args.asJava)
// Get DynamicFrame from MongoDB and DocumentDB
val resultFrame: DynamicFrame = glueContext.getSource("mongodb",
defaultJsonOption).getDynamicFrame()
val resultFrame2: DynamicFrame = glueContext.getSource("documentdb",
documentDBJsonOption).getDynamicFrame()
// Write DynamicFrame to MongoDB and DocumentDB
glueContext.getSink("mongodb", writeJsonOption).writeDynamicFrame(resultFrame)
glueContext.getSink("documentdb", writeJsonOption).writeDynamicFrame(resultFrame2)
}

}

Job.commit()

private def jsonOptions(uri: String): JsonOptions = {
new JsonOptions(
s"""{"uri": "${uri}",
|"database":"test",
|"collection":"coll",
|"username": "username",
|"password": "pwd",
|"ssl":"true",
|"ssl.domain_match":"false",
|"partitioner": "MongoSamplePartitioner",
|"partitionerOptions.partitionSizeMB": "10",
|"partitionerOptions.partitionKey": "_id"}""".stripMargin)
}

詳細については、次を参照してください。
• the section called “接続パラメータ” (p. 678)
• Amazon DocumentDB デベロッパーガイド

AWS Glue での入出力のデータ形式に関するオプショ
ン
これらのページでは、AWS Glueでサポートされているデータ形式の機能のサポートと設定パラメータに
ついて説明します。この情報の使用と適用可能性の説明については、以下を参照してください。
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AWS Glue でのデータ形式間の機能のサポート
各データ形式が、異なる AWS Glue の機能をサポートする場合があります。次の一般的な機能は、形式の
タイプによってサポートされる場合とサポートされない場合があります。データ形式についてのドキュメ
ントを参照し、当社の機能を活用して要件を満たす方法を理解してください。
読み取
り

AWS Glue では、コネクタなどのリソースを追加
することなく、データ形式を認識し解釈できま
す。

書き込
み

AWS Glue では、リソースを追加することなく、
この形式でデータを書き込むことができます。他
の Spark 環境と同様に、サードパーティライブラ
リをジョブに含め、標準の Apache Spark 関数を使
用してデータを書き込むことができます。ライブ
ラリを含める方法の詳細については、「the section
called “Python ライブラリ” (p. 506)」を参照して
ください。

スト
リーミ
ングの
読み取
り

AWS Glue は、Apache Kafka、Amazon Managed
Streaming for Apache Kafka、または Amazon
Kinesis メッセージストリームから、このデータ形
式を認識して解釈できます。ストリームは一貫し
た形式でデータを表示することを想定しているた
め、DataFrames として読み込まれます。

小さな
ファイ
ルのグ
ループ
化

AWS Glue は、AWS Glue 変換を実行する際に
ファイルをグループ化し、各ノードに送信され
るバッチを処理できます。これにより、大量の
小さなファイルを扱うワークロードのパフォー
マンスを大幅に向上できます。詳細については、
「the section called “入力ファイルのグループ
化” (p. 735)」を参照してください。

ジョブ
のブッ
クマー
ク

AWS Glue は、ジョブブックマークを使用して、
ジョブの実行間で同じデータセットに対して同じ
作業を実行する変換の進行状況を追跡できます。
これにより、最後のジョブ実行以降の新しいデー
タに対してのみ作業を行う必要があるデータセッ
トを含むワークロードのパフォーマンスを向上
させることができます。詳細については、「the
section called “ジョブのブックマークを使用した処
理済みデータの追跡” (p. 307)」を参照してくださ
い。

AWS Glue でデータ形式を操作するために使用されるパラメータ
特定の AWS Glue 接続タイプは複数の format タイプをサポートしてお
り、GlueContext.write_dynamic_frame.from_options のようなメソッドを使用する場合
は、format_options オブジェクトを使用してデータ形式に関する情報を指定する必要があります。
• s3 - 詳細については、AWS Glue: Simple Storage Service (Amazon S3) 接続 (p. 695)
の「Connection types and options for ETL」(ETL の接続タイプとオプション) を参照
してください。また、Python でのこの接続タイプを容易にするメソッド the section
called “create_dynamic_frame_from_options” (p. 575) および the section called
“write_dynamic_frame_from_options” (p. 585) と、対応する Scala メソッド the section called
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“getSourceWithFormat” (p. 658) および the section called “getSinkWithFormat” (p. 657) についてのド
キュメントもご覧ください。
• kinesis - 詳細については、AWS Glue: Kinesis 接続 (p. 691) の「Connection types and options for
ETL」(ETL の接続タイプとオプション) を参照してください。また、この接続タイプを容易にするメ
ソッドについてのドキュメント: the section called “create_data_frame_from_options” (p. 578) と、対応
する Scala メソッド the section called “createDataFrameFromOptions” (p. 653) についてのドキュメン
トもご覧ください。
• kafka - 詳細については、AWS Glue: Kafka 接続 (p. 689) の「Connection types and options for ETL」
(ETL の接続タイプとオプション) を参照してください。また、この接続タイプを容易にするメソッド
についてのドキュメント: the section called “create_data_frame_from_options” (p. 578) と、対応する
Scala メソッド the section called “createDataFrameFromOptions” (p. 653) についてのドキュメントも
ご覧ください。
一部の接続タイプでは、format_options は必要ありません。例えば、通常の使用においては、リレー
ショナルデータベースへの JDBC 接続では整合性のある表形式のデータ形式でデータを取得します。した
がって、JDBC 接続からの読み取りでは、format_options は必要ありません。
Glue でデータを読み書きする一部のメソッドでは、format_options が必要です。例え
ば、AWS Glue クローラーで GlueContext.create_dynamic_frame.from_catalog を使
用します。クローラーによってデータの形式が決定されます。クローラーを使用する場合、AWS
Glue 分類子がデータを調べ、データ形式を表す方法について賢く判断します。次に、データ
の表現を AWS Glue Data Catalog に保存します。これを AWS Glue ETL スクリプト内で使用
し、GlueContext.create_dynamic_frame.from_catalog メソッドによってデータを取得できま
す。クローラーを使用すると、データ形式に関する情報を手動で指定する必要がなくなります。
トピック
• AWS Glue で CSV 形式を使用する (p. 709)
• AWS Glue で Parquet 形式を使用する (p. 714)
• AWS Glue で XML 形式を使用する (p. 718)
• AWS Glue で Avro 形式を使用する (p. 720)
• AWS Glue で grokLog 形式を使用する (p. 724)
• AWS Glue で Ion 形式を使用する (p. 724)
• AWS Glue で JSON 形式を使用する (p. 726)
• AWS Glue で ORC 形式を使用する (p. 730)

AWS Glue で CSV 形式を使用する
AWS Glue はソースからデータを取得し、さまざまなデータ形式で保存および転送されたターゲットに
データを書き込みます。このドキュメントでは、データが CSV データ形式で保存または転送される場合
に、AWS Glue でデータを使用する際に利用できる機能について説明します。
AWS Glue は、カンマ区切り値 (CSV) ファイル形式をサポートしています。この形式は、最小限の行を
ベースにしたデータ形式です。CSV は厳密に基準に準拠していないことがよくありますが、詳細について
は RFC 4180 および RFC 7111 を参照してください。
AWS Glue を使用して、Amazon S3 およびストリーミングソースから CSV を読み取ることがで
き、Amazon S3 に CSV を書き込むこともできます。S3 から、CSV ファイルが含まれる bzip および
gzip アーカイブを読み書きすることができます。このページで説明する設定ではなく、Simple Storage
Service (Amazon S3) 接続 (p. 695) 上で圧縮動作を設定します。
次の表は、CSV 形式オプションをサポートする一般的な AWS Glue 機能を示しています。
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読み取り

書き込み

ストリーミングの
読み取り

小さなファイルの
グループ化

ジョブのブック
マーク

サポート対象

サポート対象

サポート対象

サポート対象

サポート対象

例: S3 から CSV ファイルまたはフォルダを読み取る
前提条件: 読み取りたい CSV ファイルまたはフォルダへの S3 パス (s3path) が必要です。
設定: 関数オプションで format="csv" を指定します。connection_options で、paths キーを
使用して s3path を指定します。リーダーが S3 とやり取りする方法は、connection_options で
設定できます。詳細については、AWS Glue: Simple Storage Service (Amazon S3) 接続 (p. 695) の
「ETL の接続タイプとオプション」を参照してください。リーダーが CSV ファイルを解釈する方法
は、format_options で設定できます。詳細については、「CSV 設定リファレンス (p. 712)」を参照し
てください。
次の AWS Glue ETL スクリプトは、S3 から CSV ファイルまたはフォルダを読み取るプロセスを示してい
ます。
optimizePerformance 設定キーを使用して、一般的なワークフローのパフォーマンスを最適化するカ
スタム CSV リーダーを提供します。このリーダーがワークロードに適しているかどうかを判断するには、
「the section called “最適化された CSV リーダーを使用する” (p. 713)」を参照してください。
Python
この例では create_dynamic_frame.from_options (p. 575) メソッドを使用します。
# Example: Read CSV from S3
# For show, we handle a CSV with a header row. Set the withHeader option.
# Consider whether optimizePerformance is right for your workflow.
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)
spark = glueContext.spark_session
dynamicFrame = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
connection_type="s3",
connection_options={"paths": ["s3://s3path"]},
format="csv",
format_options={
"withHeader": True,
# "optimizePerformance": True,
},
)

スクリプト (pyspark.sql.DataFrame) では DataFrame を使用することもできます。
dataFrame = spark.read\
.format("csv")\
.option("header", "true")\
.load("s3://s3path")

Scala
この例では getSourceWithFormat (p. 658) 操作を使用します。
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// Example: Read CSV from S3
// For show, we handle a CSV with a header row. Set the withHeader option.
// Consider whether optimizePerformance is right for your workflow.
import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import com.amazonaws.services.glue.{DynamicFrame, GlueContext}
import org.apache.spark.SparkContext
object GlueApp {
def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
val spark: SparkContext = new SparkContext()
val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)

}

}

val dynamicFrame = glueContext.getSourceWithFormat(
formatOptions=JsonOptions("""{"withHeader": true}"""),
connectionType="s3",
format="csv",
options=JsonOptions("""{"paths": ["s3://s3path"], "recurse": true}""")
).getDynamicFrame()

スクリプト (org.apache.spark.sql.DataFrame) では DataFrame を使用することもできます。
val dataFrame = spark.read
.option("header","true")
.format("csv")
.load("s3://s3path“)

例: CSV ファイルおよびフォルダを S3 に書き込む
前提条件: 初期化された DataFrame (dataFrame) または DynamicFrame (dynamicFrame) が必要です。
また、予想される S3 出力パスである s3path も必要になります。
設定: 関数オプションで format="csv" を指定します。connection_options で、paths キーを使用
して s3path を指定します。ライターが S3 とやり取りする方法は、connection_options で設定でき
ます。詳細については、AWS Glue: Simple Storage Service (Amazon S3) 接続 (p. 695) の「ETL の接続
タイプとオプション」を参照してください。操作によってファイルの内容が format_options にどのよ
うに書き込まれるかを設定できます。詳細については、「CSV 設定リファレンス (p. 712)」を参照して
ください。次の AWS Glue ETL スクリプトは、S3 に CSV ファイルとフォルダを書き込むプロセスを示し
ています。
Python
この例では write_dynamic_frame.from_options (p. 585) メソッドを使用します。
# Example: Write CSV to S3
# For show, customize how we write string type values.
values are not quoted.
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)
glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
frame=dynamicFrame,
connection_type="s3",
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connection_options={"path": "s3://s3path"},
format="csv",
format_options={
"quoteChar": -1,
},

)

スクリプト (pyspark.sql.DataFrame) では DataFrame を使用することもできます。
dataFrame.write\
.format("csv")\
.option("quote", None)\
.mode("append")\
.save("s3://s3path")

Scala
この例では getSinkWithFormat (p. 657) メソッドを使用します。
// Example: Write CSV to S3
// For show, customize how we write string type values. Set quoteChar to -1 so our
values are not quoted.
import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import com.amazonaws.services.glue.{DynamicFrame, GlueContext}
import org.apache.spark.SparkContext
object GlueApp {
def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
val spark: SparkContext = new SparkContext()
val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)

}

}

glueContext.getSinkWithFormat(
connectionType="s3",
options=JsonOptions("""{"path": "s3://s3path"}"""),
format="csv"
).writeDynamicFrame(dynamicFrame)

スクリプト (org.apache.spark.sql.DataFrame) では DataFrame を使用することもできます。
dataFrame.write
.format("csv")
.option("quote", null)
.mode("Append")
.save("s3://s3path")

CSV 設定リファレンス
AWS Glue ライブラリが format="csv" を指定している場合には、以下の format_options を使用す
ることができます。
• separator - 区切り文字を指定します。デフォルトはカンマですが、他の任意の文字を指定できます。
• タイプ: テキスト、デフォルト: ","
• escaper - エスケープに使用する文字を指定します。このオプションは、CSV ファイルを書き込む場合
ではなく、読み取る場合にのみ使用します。有効にすると、直後の文字はそのまま使用されます。ただ
し、よく知られている小さいエスケープセット (\n、\r、\t、\0) を除きます。
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• タイプ: テキスト、デフォルト: なし
• quoteChar - 引用に使用する文字を指定します。デフォルト値は二重引用符です。これに -1 を設定す
ると、全体的に引用が無効になります。
• タイプ: テキスト、デフォルト: '"'
• multiLine - 単一のレコードが複数行にまたがることができるかどうかを指定します。これが発生する
のは、フィールドに引用符で囲まれた改行文字がある場合などです。複数行にまたがるレコードがある
場合は、このオプションを True に設定する必要があります。multiLine を有効にすると、解析の際
にファイル分割をより慎重に行う必要があるため、パフォーマンスが低下する可能性があります。
• タイプ: ブール値、デフォルト: false
• withHeader - 最初の行をヘッダーとして扱うかどうかを指定します。このオプションは
DynamicFrameReader クラスで使用できます。
• タイプ: ブール値、デフォルト: false
• writeHeader - 出力にヘッダーを書き込むかどうかを指定します。このオプションは
DynamicFrameWriter クラスで使用できます。
• タイプ: ブール値、デフォルト: true
• skipFirst - 最初のデータ行をスキップするかどうかを指定します。
• タイプ: ブール値、デフォルト: false
• optimizePerformance - 高度な SIMD CSV リーダーで、Apache Arrow ベースの列指向メモリ形式を
使用するかどうかを指定します。これは、AWS Glue 3.0 でのみ使用できます。
• タイプ: ブール値、デフォルト: false

ベクトル化された SIMD CSV リーダーで読み取りパフォーマンスを最適化する
AWS Glue バージョン 3.0 では、行ベースの CSV リーダーと比較して、全体的なジョブパフォーマンスを
大幅に高速化できる最適化された CSV リーダーが追加されています。
最適化されたリーダーでは:
• CPU SIMD 命令を使用してディスクから読み取ります
• レコードを列形式 (Apache Arrow) で即座にメモリに書き込みます
• レコードをバッチに分割します
これにより、レコードがバッチ処理されるときや、後で列形式に変換されるときの処理時間が節約されま
す。一例としては、スキーマを変更したり、列ごとにデータを取得したりする場合などが挙げられます。
最適化されたリーダーを使用するには、format_options またはテーブルプロパティで
"optimizePerformance" を true に設定します。
glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
frame = datasource1,
connection_type = "s3",
connection_options = {"paths": ["s3://s3path"]},
format = "csv",
format_options={
"optimizePerformance": True,
"separator": ","
},
transformation_ctx = "datasink2")

ベクトル化された CSV リーダーでの制限事項
ベクトル化された CSV リーダーには、次の制限があるので注意が必要です。
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• multiLine および escaper 形式オプションはサポートされません。デフォルトの escaper として二
重引用符文字 '"' を使用します。これらのオプションを設定すると、AWS Glue は自動的にフォール
バックし、行ベースの CSV リーダーを使用するようになります。
• ChoiceType の DynamicFrame の作成はサポートされません。
• error records の DynamicFrame の作成はサポートされません。
• 日本語や中国語など、マルチバイト文字を含む CSV ファイルからの読み取りはサポートされません。

AWS Glue で Parquet 形式を使用する
AWS Glue はソースからデータを取得し、さまざまなデータ形式で保存および転送されたターゲットに
データを書き込みます。このドキュメントでは、データが Parquet データ形式で保存または転送される場
合に、AWS Glue でデータを使用する際に利用できる機能について説明します。
AWS Glue は Parquet 形式の使用をサポートしています。この形式は、パフォーマンス指向の列ベースの
データ形式です。標準局から発行されている形式の概要については、「Apache Parquet ドキュメントの概
要」を参照してください。
AWS Glue を使用して、Amazon S3 およびストリーミングソースから Parquet ファイルを読み取ること
ができ、Amazon S3 に Parquet ファイルを書き込むこともできます。S3 から、Parquet ファイルが含ま
れる bzip および gzip アーカイブを読み書きすることができます。このページで説明する設定ではな
く、Simple Storage Service (Amazon S3) 接続 (p. 695) 上で圧縮動作を設定します。
次の表は、Parquet 形式オプションをサポートする一般的な AWS Glue 機能を示しています。

*

読み取り

書き込み

ストリーミングの
読み取り

小さなファイルの
グループ化

ジョブのブック
マーク

サポート対象

サポート対象

サポート対象

サポートされてい
ません

サポート対象

*

AWS Glue バージョン 1.0+ でサポート

例: S3 から Parquet ファイルまたはフォルダを読み取る
前提条件: 読み取りたい Parquet ファイルまたはフォルダへの S3 パス (s3path) が必要です。
設定: 関数オプションで format="parquet" を指定します。connection_options で、paths キーを
使用して s3path を指定します。
リーダーが S3 とやり取りする方法は、connection_options で設定できます。詳細については、AWS
Glue: Simple Storage Service (Amazon S3) 接続 (p. 695) の「ETL の接続タイプとオプション」を参照し
てください。
リーダーが Parquet ファイルを解釈する方法は、format_options で設定できます。詳細については、
「Parquet 設定リファレンス (p. 717)」を参照してください。
次の AWS Glue ETL スクリプトは、S3 から Parquet ファイルまたはフォルダを読み取るプロセスを示し
ています。
Python
この例では create_dynamic_frame.from_options (p. 575) メソッドを使用します。
# Example: Read Parquet from S3
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from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)
spark = glueContext.spark_session
dynamicFrame = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
connection_type = "s3",
connection_options = {"paths": ["s3://s3path/"]},
format = "parquet"
)

スクリプト (pyspark.sql.DataFrame) では DataFrame を使用することもできます。
dataFrame = spark.read.parquet("s3://s3path/")

Scala
この例では getSourceWithFormat (p. 658) メソッドを使用します。
// Example: Read Parquet from S3
import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import com.amazonaws.services.glue.{DynamicFrame, GlueContext}
import org.apache.spark.SparkContext
object GlueApp {
def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
val spark: SparkContext = new SparkContext()
val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)

}

}

val dynamicFrame = glueContext.getSourceWithFormat(
connectionType="s3",
format="parquet",
options=JsonOptions("""{"paths": ["s3://s3path"]}""")
).getDynamicFrame()

スクリプト (org.apache.spark.sql.DataFrame) では DataFrame を使用することもできます。
spark.read.parquet("s3://s3path/")

例: Parquet ファイルおよびフォルダを S3 に書き込む
前提条件: 初期化された DataFrame (dataFrame) または DynamicFrame (dynamicFrame) が必要です。
また、予想される S3 出力パスである s3path も必要になります。
設定: 関数オプションで format="parquet" を指定します。connection_options で、paths キーを
使用して s3path を指定します。
ライターが S3 と対話する方法を、connection_options でさらに詳しく変更することができます。詳
細については、AWS Glue: Simple Storage Service (Amazon S3) 接続 (p. 695) の「ETL の接続タイプと
オプション」を参照してください。操作によってファイルの内容が format_options にどのように書き
込まれるかを設定できます。詳細については、「Parquet 設定リファレンス (p. 717)」を参照してくださ
い。
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次の AWS Glue ETL スクリプトは、S3 に Parquet ファイルとフォルダを書き込むプロセスを示していま
す。
useGlueParquetWriter 設定キーを通して、DynamicFrame のパフォーマンスを最適化するカスタム
Parquet ライターを提供します。このライターがワークロードに適しているかどうかを判断するには、
「Glue Parquet Writer (p. 717)」を参照してください。
Python
この例では write_dynamic_frame.from_options (p. 585) メソッドを使用します。
# Example: Write Parquet to S3
# Consider whether useGlueParquetWriter is right for your workflow.
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)
glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
frame=dynamicFrame,
connection_type="s3",
format="parquet",
connection_options={
"path": "s3://s3path",
},
format_options={
# "useGlueParquetWriter": True,
},
)

スクリプト (pyspark.sql.DataFrame) では DataFrame を使用することもできます。
df.write.parquet("s3://s3path/")

Scala
この例では getSinkWithFormat (p. 657) メソッドを使用します。
// Example: Write Parquet to S3
// Consider whether useGlueParquetWriter is right for your workflow.
import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import com.amazonaws.services.glue.{DynamicFrame, GlueContext}
import org.apache.spark.SparkContext
object GlueApp {
def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
val spark: SparkContext = new SparkContext()
val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)

}

}

glueContext.getSinkWithFormat(
connectionType="s3",
options=JsonOptions("""{"path": "s3://s3path"}"""),
format="parquet"
).writeDynamicFrame(dynamicFrame)

スクリプト (org.apache.spark.sql.DataFrame) では DataFrame を使用することもできます。

716

AWS Glue デベロッパーガイド
データ形式に関するオプション

df.write.parquet("s3://s3path/")

Parquet 設定リファレンス
AWS Glue ライブラリが format="parquet" を指定している場合には、以下の format_options を使
用することができます。
• useGlueParquetWriter - DynamicFrame ワークフローのパフォーマンスを最適化するカスタム
Parquet ライターの使用を指定します。使用方法の詳細については、「Glue Parquet Writer (p. 717)」
を参照してください。
• タイプ: ブール値、デフォルト: false
• compression - 使用する圧縮コーデックを指定します。値は
org.apache.parquet.hadoop.metadata.CompressionCodecName との完全な互換性がありま
す。
• タイプ: 列挙型テキスト、デフォルト: "snappy"
• 値: "uncompressed"、"snappy"、"gzip"、"lzo"
• blockSize - メモリにバッファされる行グループのサイズを、バイト数で指定します。これはパフォー
マンスのチューニングに使用します。サイズは正確に、メガバイト数で分割する必要があります。
• タイプ: 数値、デフォルト: 134217728
• デフォルト値は 128 MB です。
• pageSize - ページのサイズをバイト数で指定します。これはパフォーマンスのチューニングに使用し
ます。ページは、単一のレコードにアクセスするために完全に読み取らなければならない最小単位で
す。
• タイプ: 数値、デフォルト: 1048576
• デフォルト値は 1 MB です。

Note
加えて、基盤となる SparkSQL コードで受け入れられるすべてのオプション
は、connection_options マップパラメータを介し、この形式に渡されます。例え
ば、mergeSchema などの Spark 設定を AWS Glue Spark リーダーに行うことで、すべてのファ
イルのスキーマをマージすることができます。

書き込みパフォーマンスを AWS Glue Parquet ライターで最適化する
Note
AWS Glue Parquet ライターには、これまで glueparquet 形式タイプでアクセスしていまし
た。このアクセス方法は非推奨となりました。代わりに、useGlueParquetWriter を有効にし
て parquet タイプを使用してください。
AWS Glue Parquet ライターには、Parquet ファイルの書き込みを高速化できるパフォーマンス強化が組
み込まれています。これまでのライターでは、書き込む前にスキーマを計算していました。Parquet 形
式では、すぐに取得できる形でスキーマを保存しないため、時間がかかることがありました。AWS Glue
Parquet ライターを使用すれば、事前に計算済みのスキーマは必要なくなります。データが到着次第、ラ
イターがスキーマを動的に計算して変更します。
useGlueParquetWriter を指定する場合、以下の制限に注意してください。
• ライターは、列の追加や削除などのスキーマの進化のみをサポートし、ResolveChoice のように列タ
イプの変更はサポートしません。
• ライターに空の DataFrame を保存することはできません (例: スキーマのみのファイルを書き込む)。
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変換時にこれらの制限が必要とならない場合、AWS Glue Parquet ライターをオンにすることで、パ
フォーマンスが向上するはずです。

AWS Glue で XML 形式を使用する
AWS Glue はソースからデータを取得し、さまざまなデータ形式で保存および転送されたターゲットに
データを書き込みます。このドキュメントでは、データが XML データ形式で保存または転送される場合
に、AWS Glue でデータを使用する際に利用できる機能について説明します。
AWS Glue は XML 形式の使用をサポートしています。この形式は、行ベースでも列ベースでもない、非常
に設定可能性が高く、厳密に定義されたデータ構造を表します。XML は高度に標準化されています。標準
局から発行されている形式の概要については、「XML エッセンシャル」を参照してください。
AWS Glue を使用して、Amazon S3 から XML ファイルを読み込んだり、XML ファイルが含まれる
bzip および gzip アーカイブを読み込んだりすることができます。このページで説明する設定ではな
く、Simple Storage Service (Amazon S3) 接続 (p. 695) 上で圧縮動作を設定します。
次の表は、XML 形式オプションをサポートする一般的な AWS Glue 機能を示しています。
読み取り

書き込み

ストリーミングの
読み取り

小さなファイルの
グループ化

ジョブのブック
マーク

サポート対象

サポートされてい
ません

サポートされてい
ません

サポート対象

サポート対象

例: S3 から XML を読み込む
XML リーダーは XML タグ名を取得します。入力内にあるそのタグを持つ要素を調べてスキーマを推測
し、対応する値を DynamicFrame に入力します。AWS Glue XML の機能は、Apache Spark の XML デー
タソースに類似した動作をします。このリーダーをそのプロジェクトのドキュメントと比較することで、
基本的な動作に関する洞察が得られる可能性があります。
前提条件: 読み取りたい XML ファイルまたはフォルダへの S3 パス (s3path) と、XML ファイルに関する
いくつかの情報が必要です。また、読み込みたい XML 要素のタグである xmlTag が必要です。
設定: 関数オプションで format="xml" を指定します。connection_options で、paths キーを使用
して s3path を指定します。リーダーが S3 とやり取りする方法は、connection_options でさらに詳
しく設定できます。詳細については、AWS Glue: Simple Storage Service (Amazon S3) 接続 (p. 695) の
「ETL の接続タイプとオプション」を参照してください。format_options で、rowTag キーを使用し
て xmlTag を指定します。リーダーが XML ファイルを解釈する方法は、format_options でさらに詳し
く設定できます。詳細については、「XML 設定リファレンス (p. 719)」を参照してください。
次の AWS Glue ETL スクリプトは、S3 から XML ファイルまたはフォルダを読み取るプロセスを示してい
ます。
Python
この例では create_dynamic_frame.from_options (p. 575) メソッドを使用します。
# Example: Read XML from S3
# Set the rowTag option to configure the reader.
from awsglue.context import GlueContext
from pyspark.context import SparkContext
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)
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dynamicFrame = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
connection_type="s3",
connection_options={"paths": ["s3://s3path"]},
format="xml",
format_options={"rowTag": "xmlTag"},
)

スクリプト (pyspark.sql.DataFrame) では DataFrame を使用することもできます。
dataFrame = spark.read\
.format("xml")\
.option("rowTag", "xmlTag")\
.load("s3://s3path")

Scala
この例では getSourceWithFormat (p. 658) 操作を使用します。
// Example: Read XML from S3
// Set the rowTag option to configure the reader.
import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
import org.apache.spark.sql.SparkSession
val glueContext = new GlueContext(SparkContext.getOrCreate())
val sparkSession: SparkSession = glueContext.getSparkSession
object GlueApp {
def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
val dynamicFrame = glueContext.getSourceWithFormat(
formatOptions=JsonOptions("""{"rowTag": "xmlTag"}"""),
connectionType="s3",
format="xml",
options=JsonOptions("""{"paths": ["s3://s3path"], "recurse": true}""")
).getDynamicFrame()
}

スクリプト (org.apache.spark.sql.DataFrame) では DataFrame を使用することもできます。
val dataFrame = spark.read
.option("rowTag", "xmlTag")
.format("xml")
.load("s3://s3path“)

XML 設定リファレンス
AWS Glue ライブラリが format="xml" を指定している場合には、以下の format_options を使用す
ることができます。
• rowTag - 行として扱うファイル内の XML タグを指定します。行のタグを自己終了型にすることはでき
ません。
• タイプ: テキスト、必須
• encoding - 文字エンコードを指定します。これは、ランタイム環境がサポートする Charset の名前ま
たはエイリアスにすることができます。エンコーディングのサポートに関しては特に保証していません
が、主要なエンコーディングは動作するはずです。
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• タイプ: テキスト、デフォルト: "UTF-8"
• excludeAttribute - 要素の属性を除外するかどうかを指定します。
• タイプ: ブール値、デフォルト: false
• treatEmptyValuesAsNulls - 空白文字を null 値として扱うかどうかをします。
• タイプ: ブール値、デフォルト: false
• attributePrefix - 子要素テキストから区別するために属性に付加するプレフィックス。このプレ
フィックスをフィールド名として使用します。
• タイプ: テキスト、デフォルト: "_"
• valueTag - 要素内に子を持たない属性がある場合、値に使用するタグ。
• タイプ: テキスト、デフォルト: "_VALUE"
• ignoreSurroundingSpaces - 値を囲む空白文字を無視するかどうかを指定します。
• タイプ: ブール値、デフォルト: false
• withSchema - 推論されたスキーマを上書きしたい場合に、期待されるスキーマを含みます。このオプ
ションを使用しない場合は、AWS Glue で XML データからスキーマを推定します。
• タイプ: テキスト、デフォルト: 該当なし
• 値は StructType を表す JSON オブジェクトである必要があります。

XML スキーマを手動で指定する
手動 XML スキーマの例
これは、XML データ用にスキーマを指定するために、withSchema 形式オプションを使用する場合の例
です。
from awsglue.gluetypes import *
schema = StructType([
Field("id", IntegerType()),
Field("name", StringType()),
Field("nested", StructType([
Field("x", IntegerType()),
Field("y", StringType()),
Field("z", ChoiceType([IntegerType(), StringType()]))
]))
])
datasource0 = create_dynamic_frame_from_options(
connection_type,
connection_options={"paths": ["s3://xml_bucket/someprefix"]},
format="xml",
format_options={"withSchema": json.dumps(schema.jsonValue())},
transformation_ctx = ""
)

AWS Glue で Avro 形式を使用する
AWS Glue はソースからデータを取得し、さまざまなデータ形式で保存および転送されたターゲットに
データを書き込みます。このドキュメントでは、データが Avro データ形式で保存または転送される場合
に、AWS Glue でデータを使用する際に利用できる機能について説明します。
AWS Glue は Avro 形式の使用をサポートしています。この形式は、パフォーマンス指向の行ベースのデー
タ形式です。標準局による形式の概要については、「Apache Avro 1.8.2 Documentation」(Apache Avro ド
キュメント 1.8.2) を参照してください。
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AWS Glue を使用して、Amazon S3 およびストリーミングソースから Avro ファイルを読み取り、Avro
ファイルを Amazon S3 に書き込むことができます。S3 から、Avro ファイルが含まれる bzip および
gzip アーカイブを読み書きすることができます。このページで説明する設定ではなく、Simple Storage
Service (Amazon S3) 接続 (p. 695) 上で圧縮動作を設定します。
次の表は、Avro 形式のオプションをサポートする一般的な AWS Glue オペレーションを示しています。
読み取り

書き込み

ストリーミングの
読み取り

小さなファイルの
グループ化

ジョブのブック
マーク

サポート対象

サポート対象

サポート対象

サポートされてい
ません

サポート対象

例: S3 から Avro ファイルまたはフォルダを読み取る
前提条件: 読み取る Avro ファイルまたはフォルダへの S3 パス (s3path) が必要です。
設定: 関数オプションで format="avro" を指定します。connection_options で、paths キーを
使用して s3path を指定します。リーダーが S3 とやり取りする方法は、connection_options で設
定できます。詳細については、AWS Glue: the section called “Simple Storage Service (Amazon S3) 接
続” (p. 695) の「ETL の入力および出力のデータ形式オプション」を参照してください。リーダーが Avro
ファイルを解釈する方法は、format_options で設定できます。詳細については、Avro 設定リファレン
ス (p. 723)を参照してください。
次の AWS Glue ETL スクリプトは、S3 から Avro ファイルまたはフォルダを読み取るプロセスを示してい
ます。
Python
この例では create_dynamic_frame.from_options (p. 575) メソッドを使用します。
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)
dynamicFrame = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
connection_type="s3",
connection_options={"paths": ["s3://s3path"]},
format="avro"
)

Scala
この例では getSourceWithFormat (p. 658) 操作を使用します。
import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
import org.apache.spark.sql.SparkContext
object GlueApp {
def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
val spark: SparkContext = new SparkContext()
val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)
val dynamicFrame = glueContext.getSourceWithFormat(
connectionType="s3",
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}

format="avro",
options=JsonOptions("""{"paths": ["s3://s3path"]}""")
).getDynamicFrame()

例: Avro ファイルおよびフォルダを S3 に書き込む
前提条件: 初期化された DataFrame (dataFrame) または DynamicFrame (dynamicFrame) が必要です。
また、予想される S3 出力パスである s3path も必要になります。
設定: 関数オプションで format="avro" を指定します。connection_options で、paths キーを使
用して s3path を指定します。ライターが S3 と対話する方法を、connection_options でさらに詳
しく変更することができます。詳細については、AWS Glue: the section called “Simple Storage Service
(Amazon S3) 接続” (p. 695) の「ETL の入力および出力のデータ形式オプション」を参照してください。
リーダーが Avro ファイルを解釈する方法は、format_options で変更できます。詳細については、Avro
設定リファレンス (p. 723)を参照してください。
次の AWS Glue ETL スクリプトは、S3 に Avro ファイルまたはフォルダを書き込むプロセスを示していま
す。
Python
この例では write_dynamic_frame.from_options (p. 585) メソッドを使用します。
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)
glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
frame=dynamicFrame,
connection_type="s3",
format="avro",
connection_options={
"path": "s3://s3path"
}
)

Scala
この例では getSinkWithFormat (p. 657) メソッドを使用します。
import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import com.amazonaws.services.glue.{DynamicFrame, GlueContext}
import org.apache.spark.SparkContext
object GlueApp {
def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
val spark: SparkContext = new SparkContext()
val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)

}

}

glueContext.getSinkWithFormat(
connectionType="s3",
options=JsonOptions("""{"path": "s3://s3path"}"""),
format="avro"
).writeDynamicFrame(dynamicFrame)
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Avro 設定リファレンス
AWS Glue ライブラリが format="avro" を指定する場合は、以下の format_options を使用すること
ができます。
• version – サポートする Apache Avro リーダー/ライター形式のバージョンを指定し
ます。デフォルト値は「1.7」です。Avro 論理型の読み取りと書き込みを有効にするに
は、format_options={"version": “1.8”} を指定します。詳細については、「Apache Avro 1.7.7
の仕様」および「Apache Avro 1.8.2 の仕様」を参照してください。
Apache Avro 1.8 コネクタは、次の論理型変換をサポートしています。
リーダーの場合: この表に、Avro リーダー 1.7 と 1.8 について、Avro データ型 (論理型と Avro プリミティ
ブ型) と AWS GlueDynamicFrame データ型の間での型変換を示します。
Avro データ型:

Avro データ型:

GlueDynamicFrame
データ型:

GlueDynamicFrame
データ型:

論理型

Avro プリミティブ型

Avro リーダー 1.7

Avro リーダー 1.8

10 進数

バイト

BINARY

10 進数

10 進数

固定

BINARY

10 進数

日付

int

INT

日付

時間 (ミリ秒)

int

INT

INT

時間 (マイクロ秒)

long

LONG

LONG

タイムスタンプ (ミリ秒) long

LONG

タイムスタンプ

タイムスタンプ (マイク
ロ秒)

long

LONG

LONG

所要時間 (論理型ではな
い)

12 で固定

BINARY

BINARY

ライターの場合: この表に、Avro ライター 1.7 と 1.8 について、データ型と Avro データ型 AWS
GlueDynamicFrame の間での型変換を示します。
AWS GlueDynamicFrame デー
タ型

Avro データ型:

Avro データ型:

Avro ライター 1.7

Avro タイター 1.8

10 進数

文字列

decimal

日付

文字列

date

タイムスタンプ

文字列

timestamp-micros

Avro Spark DataFrame サポート
Spark DataFrame API から Avro を使用するには、対応する Spark のバージョン用の Spark Avro プラグ
インをインストールする必要があります。ジョブで使用できる Spark のバージョンは、AWS Glue のバー
ジョンによって決まります。Spark のバージョンの詳細については、「the section called “AWS Glue の
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バージョン” (p. 268)」を参照してください。このプラグインは Apache によって管理されており、特定の
サポートを保証するものではありません。
AWS Glue 2.0 - Spark Avro プラグインのバージョン 2.4.3 を使用します。この JAR は Maven Central に
あります。org.apache.spark:spark-avro_2.12:2.4.3 を参照してください。
AWS Glue 3.0 - Spark Avro プラグインのバージョン 3.1.1 を使用します。この JAR は Maven Central に
あります。org.apache.spark:spark-avro_2.12:3.1.1 を参照してください。
AWS Glue の ETL ジョブに追加の JAR を含めるには、--extra-jars ジョブパラメータを使用します。
ジョブパラメータについては、「the section called “ジョブのパラメータ” (p. 292)」を参照してくださ
い。AWS Management Console で、このパラメータを設定することもできます。

AWS Glue で grokLog 形式を使用する
AWS Glue はソースからデータを取得し、さまざまなデータ形式で保存および転送されたターゲットに
データを書き込みます。このドキュメントでは、データが大まかに構造化されたプレーンテキスト形式で
保存または転送される場合に、AWS Glue でデータを使用する際に利用できる機能を紹介します。
AWS Glue は、Grok パターンの使用をサポートしています。Grok パターンは、正規表現のキャプチャグ
ループに似ています。プレーンテキストファイル内の文字シーケンスのパターンを認識し、タイプと目的
を与えます。AWS Glue での主な目的はログを読み取ることです。作成者による Grokの概要については、
「Logstash Reference: Grok filter plugin」(Logstash リファレンス: Grok フィルタープラグイン) を参照し
てください。
読み取り

書き込み

ストリーミングの
読み取り

小さなファイルの
グループ化

ジョブのブック
マーク

サポート対象

該当しません

サポート対象

サポート対象

サポートされてい
ません

grokLog 設定リファレンス
format="grokLog" には、以下の format_options 値を使用できます。
• logFormat – ログの形式と一致する Grok パターンを指定します。
• customPatterns – ここで使用する追加の Grok パターンを指定します。
• MISSING – 欠落した値の識別に使用するシグナルを指定します。デフォルト: '-'。
• LineCount – 各ログレコードの行数を指定します。デフォルト値は '1' です。現在 1 行のレコードの
みがサポートされています。
• StrictMode – strict モードを有効にするかどうかを指定するブール値。厳格モードでは、リーダーは自
動的な型変換や復旧を行いません。デフォルト値は "false" です。

AWS Glue で Ion 形式を使用する
AWS Glue はソースからデータを取得し、さまざまなデータ形式で保存および転送されたターゲットに
データを書き込みます。このドキュメントでは、データが Ion データ形式で保存または転送される場合
に、AWS Glue でデータを使用する際に利用できる機能を紹介します。
AWS Glue は Ion 形式の使用をサポートしています。この形式は、データ構造 (行または列ベースではな
い) を交換可能なバイナリおよびプレーンテキスト形式で表します。作成者による形式の概要について
は、「Amazon Ion」を参照してください。詳細については、Amazon Ion の仕様に関するドキュメントを
参照してください。
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AWS Glue を使用して、Amazon S3 から Ion ファイルを読み取ることができます。S3 から、Ion ファイ
ルを含む bzip および gzip アーカイブを読み取ることができます。このページで説明する設定ではな
く、Simple Storage Service (Amazon S3) 接続 (p. 695) 上で圧縮動作を設定します。
次の表は、Ion 形式のオプションをサポートする一般的な AWS Glue オペレーションを示しています。
読み取り

書き込み

ストリーミングの
読み取り

小さなファイルの
グループ化

ジョブのブック
マーク

サポート対象

サポートされてい
ません

サポートされてい
ません

サポート対象

サポートされてい
ません

例: S3 から Ion ファイルとフォルダを読み取る
前提条件: 読み取る Ion ファイルまたはフォルダへの S3 パス (s3path) が必要です。
設定: 関数オプションで format="json" を指定します。connection_options で、paths キーを
使用して s3path を指定します。リーダーが S3 とやり取りする方法は、connection_options で設
定できます。詳細については、AWS Glue: the section called “Simple Storage Service (Amazon S3) 接
続” (p. 695) の「ETL の接続タイプとオプション」を参照してください。
次の AWS Glue ETL スクリプトは、S3 から Ion ファイルまたはフォルダを読み取るプロセスを示してい
ます。
Python
この例では create_dynamic_frame.from_options (p. 575) メソッドを使用します。
# Example: Read ION from S3
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)
dynamicFrame = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
connection_type="s3",
connection_options={"paths": ["s3://s3path"]},
format="ion"
)

Scala
この例では getSourceWithFormat (p. 658) 操作を使用します。
// Example: Read ION from S3
import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
import org.apache.spark.SparkContext
object GlueApp {
def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
val spark: SparkContext = new SparkContext()
val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)
val dynamicFrame = glueContext.getSourceWithFormat(
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}

}

connectionType="s3",
format="ion",
options=JsonOptions("""{"paths": ["s3://s3path"], "recurse": true}""")
).getDynamicFrame()

Ion 設定リファレンス
format="ion" の format_options 値はありません。

AWS Glue で JSON 形式を使用する
AWS Glue はソースからデータを取得し、さまざまなデータ形式で保存および転送されたターゲットに
データを書き込みます。このドキュメントでは、データが JSON データ形式で保存または転送される場合
に、AWS Glue でデータを使用する際に利用できる機能について説明します。
AWS Glue は、JSON 形式の使用をサポートしています。この形式は、行ベースまたは列ベースではな
く、形状は一貫しているが内容は柔軟なデータ構造を表します。JSON は、複数の機関が発行する並列し
た規格で定義されており、そのうちの 1 つが ECMA-404 です。一般的に参照されるソースによる形式の概
要については、「Introducing JSON」(JSON の概要) を参照してください。
AWS Glue を使用して、JSON ファイルや bzip および gzip などの圧縮された JSON ファイルを
Amazon S3 から 読み取ることができます。このページで説明する設定ではなく、Simple Storage Service
(Amazon S3) 接続 (p. 695) 上で圧縮動作を設定します。
読み取り

書き込み

ストリーミング 小さなファイル ジョブのブック
の読み取り
のグループ化
マーク

サポート対象

サポート対象

サポート対象

サポート対象

サポート対象

例: S3 から JSON ファイルまたはフォルダを読み取る
前提条件: 読み取る JSON ファイルまたはフォルダへの S3 パス (s3path) が必要です。
設定: 関数オプションで format="json" を指定します。connection_options で、paths キーを
使用して s3path を指定します。さらに、接続オプションで、読み取り操作がS3 を通過する方法を変
更することができます。詳細については、「the section called “Simple Storage Service (Amazon S3) 接
続” (p. 695)」を参照してください。リーダーが JSON ファイルを解釈する方法は、format_options
で設定できます。詳細については、JSON 設定リファレンス (p. 719)を参照してください。
次の AWS Glue ETL スクリプトは、S3 から JSON ファイルまたはフォルダを読み取るプロセスを示して
います。
Python
この例では create_dynamic_frame.from_options (p. 575) メソッドを使用します。
#
#
#
#

Example: Read JSON from S3
For show, we handle a nested JSON file that we can limit with the JsonPath parameter
For show, we also handle a JSON where a single entry spans multiple lines
Consider whether optimizePerformance is right for your workflow.

from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
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sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)
spark = glueContext.spark_session
dynamicFrame = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
connection_type="s3",
connection_options={"paths": ["s3://s3path"]},
format="json",
format_options={
"jsonPath": "$.id",
"multiline": True,
# "optimizePerformance": True, -> not compatible with jsonPath, multiline
}
)

スクリプト (pyspark.sql.DataFrame) では DataFrame を使用することもできます。
dataFrame = spark.read\
.option("multiline", "true")\
.json("s3://s3path")

Scala
この例では getSourceWithFormat (p. 658) 操作を使用します。
//
//
//
//

Example: Read JSON from S3
For show, we handle a nested JSON file that we can limit with the JsonPath parameter
For show, we also handle a JSON where a single entry spans multiple lines
Consider whether optimizePerformance is right for your workflow.

import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import com.amazonaws.services.glue.{DynamicFrame, GlueContext}
import org.apache.spark.SparkContext
object GlueApp {
def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
val spark: SparkContext = new SparkContext()
val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)
val dynamicFrame = glueContext.getSourceWithFormat(
formatOptions=JsonOptions("""{"jsonPath": "$.id", "multiline": true,
"optimizePerformance":false}"""),
connectionType="s3",
format="json",
options=JsonOptions("""{"paths": ["s3://s3path"], "recurse": true}""")
).getDynamicFrame()
}

}

スクリプト (pyspark.sql.DataFrame) では DataFrame を使用することもできます。
val dataFrame = spark.read
.option("multiline", "true")
.json("s3://s3path")

例: JSON ファイルおよびフォルダを S3 に書き込む
前提条件: 初期化された DataFrame (dataFrame) または DynamicFrame (dynamicFrame) が必要です。
また、予想される S3 出力パスである s3path も必要になります。
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設定: 関数オプションで format="json" を指定します。connection_options で、paths キーを使
用して s3path を指定します。ライターが S3 と対話する方法を、connection_options でさらに詳
しく変更することができます。詳細については、AWS Glue: the section called “Simple Storage Service
(Amazon S3) 接続” (p. 695) の「ETL の入力および出力のデータ形式オプション」を参照してくださ
い。ライターが JSON ファイルを解釈する方法は、format_options で設定できます。詳細について
は、JSON 設定リファレンス (p. 729)を参照してください。
次の AWS Glue ETL スクリプトは、S3 から JSON ファイルまたはフォルダを書き込むプロセスを示して
います。
Python
この例では write_dynamic_frame.from_options (p. 585) メソッドを使用します。
# Example: Write JSON to S3
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)
glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
frame=dynamicFrame,
connection_type="s3",
connection_options={"path": "s3://s3path"},
format="json"
)

スクリプト (pyspark.sql.DataFrame) では DataFrame を使用することもできます。
df.write.json("s3://s3path/")

Scala
この例では getSinkWithFormat (p. 657) メソッドを使用します。
// Example: Write JSON to S3
import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import com.amazonaws.services.glue.{DynamicFrame, GlueContext}
import org.apache.spark.SparkContext
object GlueApp {
def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
val spark: SparkContext = new SparkContext()
val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)

}

}

glueContext.getSinkWithFormat(
connectionType="s3",
options=JsonOptions("""{"path": "s3://s3path"}"""),
format="json"
).writeDynamicFrame(dynamicFrame)

スクリプト (pyspark.sql.DataFrame) では DataFrame を使用することもできます。
df.write.json("s3://s3path")
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JSON 設定リファレンス
format="json" には、以下の format_options 値を使用できます。
• jsonPath – レコードに読み込むオブジェクトを特定する JsonPath 式。これは、ファイルが外部配列内
にネストされたレコードを含む場合に役立ちます。たとえば、次の JsonPath 式のターゲットは、JSON
オブジェクトの id フィールドです。
format="json", format_options={"jsonPath": "$.id"}

• multiLine — 単一のレコードが複数行にまたがることができるかどうかを指定するブール値。これが
発生するのは、フィールドに引用符で囲まれた改行文字がある場合などです。複数行にまたがるレコー
ドがある場合は、このオプションを "true" に設定する必要があります。デフォルト値は "false" で
あり、解析時によりアグレッシブなファイル分割を可能にします。
• optimizePerformance – 高度な SIMD JSON リーダーで、Apache Arrow ベースの列指向メモリ形式
を使用するかどうかを指定するブール値。これは、AWS Glue 3.0 でのみ使用できます。multiLine ま
たは jsonPath と互換性がありません。これらのオプションのいずれかを指定すると、AWS Glue は標
準のリーダーにフォールバックするように指示されます。
• withSchema — 「the section called “XML スキーマを指定する” (p. 720)」で説明されて
いる形式でテーブルスキーマを指定する文字列の値。非カタログ接続から読み取る場合にの
み、optimizePerformance で使用されます。

Apache Arrow 列指向形式によりベクトル化された SIMD JSON リーダーの使用
AWS Glue バージョン 3.0 では、JSON データ用のベクター化されたリーダーが追加されています。特定
の条件下では、標準のリーダーと比較して 2 倍高速に動作します。このリーダーには、このセクションに
記載されているように、ユーザーが使用前に知っておく必要のある特定の制限があります。
最適化されたリーダーを使用するには、format_options またはテーブルプロパティで
"optimizePerformance" を True に設定します。カタログを読み取らない限り、withSchema を指定
する必要もあります。withSchema は、「the section called “XML スキーマを指定する” (p. 720)」で説
明されている入力を期待します
// Read from S3 data source
glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
connection_type = "s3",
connection_options = {"paths": ["s3://s3path"]},
format = "json",
format_options={
"optimizePerformance": True,
"withSchema": SchemaString
})
// Read from catalog table
glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
database = database,
table_name = table,
additional_options = {
// The vectorized reader for JSON can read your schema from a catalog table property.
"optimizePerformance": True,
})

ベクトル化された CSV リーダーでの制限事項
以下の制限事項に留意してください。
• ネストされたオブジェクトまたは配列値を持つ JSON 要素はサポートされていません。指定されている
場合、AWS Glue は標準のリーダーにフォールバックします。
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• カタログから、または withSchema で、スキーマを指定する必要があります。
• multiLine または jsonPath と互換性がありません。これらのオプションのいずれかを指定する
と、AWS Glue は標準のリーダーにフォールバックするように指示されます。
• 入力スキーマと一致しない入力レコードを指定すると、リーダーは失敗します。
• エラーレコードは作成されません。
• マルチバイト文字 (日本語や中国語の文字など) を含む JSON ファイルはサポートされていません。

AWS Glue で ORC 形式を使用する
AWS Glue はソースからデータを取得し、さまざまなデータ形式で保存および転送されたターゲットに
データを書き込みます。このドキュメントでは、データが ORC データ形式で保存または転送される場合
に、AWS Glue でデータを使用する際に利用できる機能について説明します。
AWS Glue は、ORC 形式の使用をサポートしています。この形式は、パフォーマンス指向の列ベースの
データ形式です。標準局による形式の概要については、「Apache Orc」を参照してください。
AWS Glue を使用して、Amazon S3 およびストリーミングソースから ORC ファイルを読み取
り、Amazon S3 に ORC ファイルを書き込むことができます。S3 から、ORC ファイルを含む bzip お
よび gzip アーカイブを読み書きすることができます。このページで説明する設定ではなく、Simple
Storage Service (Amazon S3) 接続 (p. 695) 上で圧縮動作を設定します。
次の表は、ORC 形式のオプションをサポートする一般的な AWS Glue の機能を示しています。
読み取り

書き込み

ストリーミングの
読み取り

小さなファイルの
グループ化

ジョブのブック
マーク

サポート対象

サポート対象

サポート対象

サポートされてい
ません

サポート対象

*

*

AWS Glue バージョン 1.0+ でサポート

例: S3 から ORC ファイルまたはフォルダを読み取る
前提条件: 読み取る ORC ファイルまたはフォルダへの S3 パス (s3path) が必要です。
設定: 関数オプションで format="orc" を指定します。connection_options で、paths キーを使
用して s3path を指定します。リーダーが S3 とやり取りする方法は、connection_options で設
定できます。詳細については、AWS Glue: the section called “Simple Storage Service (Amazon S3) 接
続” (p. 695) の「ETL の接続タイプとオプション」を参照してください。
次の AWS Glue ETL スクリプトは、S3 から ORC ファイルまたはフォルダを読み取るプロセスを示してい
ます。
Python
この例では create_dynamic_frame.from_options (p. 575) メソッドを使用します。
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)
dynamicFrame = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(
connection_type="s3",
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connection_options={"paths": ["s3://s3path"]},
format="orc"

)

スクリプト (pyspark.sql.DataFrame) では DataFrame を使用することもできます。
dataFrame = spark.read\
.orc("s3://s3path")

Scala
この例では getSourceWithFormat (p. 658) 操作を使用します。
import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import com.amazonaws.services.glue.GlueContext
import org.apache.spark.sql.SparkContext
object GlueApp {
def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
val spark: SparkContext = new SparkContext()
val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)

}

}

val dynamicFrame = glueContext.getSourceWithFormat(
connectionType="s3",
format="orc",
options=JsonOptions("""{"paths": ["s3://s3path"]}""")
).getDynamicFrame()

スクリプト (pyspark.sql.DataFrame) では DataFrame を使用することもできます。
val dataFrame = spark.read
.orc("s3://s3path")

例: ORC ファイルおよびフォルダを S3 に書き込む
前提条件: 初期化された DataFrame (dataFrame) または DynamicFrame (dynamicFrame) が必要です。
また、予想される S3 出力パスである s3path も必要になります。
設定: 関数オプションで format="orc" を指定します。接続オプションでは、s3path を指定するための
paths キーを使用します。ライターが S3 と対話する方法を、connection_options でさらに詳しく変
更することができます。詳細については、AWS Glue: the section called “Simple Storage Service (Amazon
S3) 接続” (p. 695) の「ETL の入力および出力のデータ形式オプション」を参照してください。次のコー
ド例は、プロセスを示しています。
Python
この例では write_dynamic_frame.from_options (p. 585) メソッドを使用します。
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)
glueContext.write_dynamic_frame.from_options(
frame=dynamicFrame,
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connection_type="s3",
format="orc",
connection_options={
"path": "s3://s3path"
}

)

スクリプト (pyspark.sql.DataFrame) では DataFrame を使用することもできます。
df.write.orc("s3://s3path/")

Scala
この例では getSinkWithFormat (p. 657) メソッドを使用します。
import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import com.amazonaws.services.glue.{DynamicFrame, GlueContext}
import org.apache.spark.SparkContext
object GlueApp {
def main(sysArgs: Array[String]): Unit = {
val spark: SparkContext = new SparkContext()
val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)

}

}

glueContext.getSinkWithFormat(
connectionType="s3",
options=JsonOptions("""{"path": "s3://s3path"}"""),
format="orc"
).writeDynamicFrame(dynamicFrame)

スクリプト (pyspark.sql.DataFrame) では DataFrame を使用することもできます。
df.write.orc("s3://s3path/")

ORC 設定リファレンス
format="orc" の format_options 値はありません。ただし、基になる SparkSQL コードで受け入れら
れるオプションは、connection_options マップパラメータを介して渡すことができます。
AWS Lake Formation government table にアクセスするジョブの場合、AWS Glue は Lake Formation の
government table でサポートされているすべてのフォーマットの読み書きをサポートします。現在サポー
トされている AWS Lake Formation government table のフォーマット一覧は、AWS Lake Formation デベ
ロッパーガイドの「ガバメントテーブルの注意点と制限事項」を参照してください。

Note
Apache 寄木細工を書くために、AWS Glue ETL では、ダイナミックフレーム用に最適化された
カスタム Parquet ライタータイプのオプションを指定することで、管理されたテーブルへの書き
込みのみをサポートします。parquet フォーマットでガバメントテーブルに書き込む場合は、
テーブルパラメータの useGlueParquetWriter の値でキー true に追加する必要があります。

AWS Glue での ETL 出力のパーティションの管理
パーティション分割は、データセットを整理して効率的にクエリを実行可能にする重要な手法です。1 つ
または複数の列の個別の値に基づいて、データを階層形式のディレクトリ構造に整理します。
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たとえば、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) のアプリケーションログを、年、月、日で分類
しながら、日付についてパーティション化できます。次に 1 日分のデータに対応するファイルを s3://
my_bucket/logs/year=2018/month=01/day=23/ などのプレフィックス別に配置します。Amazon
Athena、Amazon Redshift Spectrum、そして AWS Glue などのシステムでは、基になるデータ全体を
Amazon S3 から読み取ることなく、これらのパーティションを使用してパーティション値でデータをフィ
ルタリングできます。
クローラは、ファイルタイプとスキーマを推定するだけでなく、AWS Glue Data Catalog を構成する際
に、データセットのパーティション構造も自動的に特定します。これにより出力されるパーティション
列に対しては、AWS Glue ETL ジョブやクエリエンジン (Amazon Athena など) からクエリを実行できま
す。
テーブルのクロールが完了すると、クローラが作成したパーティションを表示できます。AWS Glue コ
ンソールの左のナビゲーションペインで、[Tables] (テーブル) をクリックします。クローラで作成された
テーブルを選択した後、[View Partitions] (パーティション) の表示をクリックします。
Apache Hive 形式のパーティション分割されたパス (key=val 形式) の場合、クローラはキー名を使用し
て自動的に列名を事前設定します。それ以外の場合は、partition_0、partition_1 などのデフォル
ト名が使用されます。コンソールでデフォルト名を変更するには、テーブルに移動して [Edit Schema (ス
キーマの編集)] を選択し、パーティション列の名前を変更します。
次に、ETL スクリプトでパーティション列をフィルタリングできます。パーティション情報は Data
Catalog に格納されるため、パーティション列を DynamicFrame に含めるには from_catalog
API 呼び出しを使用します。たとえば、create_dynamic_frame.from_options ではなく
create_dynamic_frame.from_catalog を使用します。

プッシュダウン述語を使用した事前フィルタ処理
多くの場合、プッシュダウン述語を使用してパーティションをフィルタリングできます。データセット
のすべてのファイルをリストアップして読み取る必要はありません。データセット全体を読み取って
DynamicFrame でフィルタリングする代わりに、Data Catalog 内でパーティションのメタデータに直接
フィルターを適用できます。次に、実際に必要なものだけをリストアップして DynamicFrame 内に読み取
ることができます。
たとえば、Python では以下のように記述できます。
glue_context.create_dynamic_frame.from_catalog(
database = "my_S3_data_set",
table_name = "catalog_data_table",
push_down_predicate = my_partition_predicate)

これによって作成される DynamicFrame では、Data Catalog のパーティションのうち、述語式を満たすも
のだけがロードされます。ロードするデータのサブセットを絞り込む度合いに応じて、処理時間を大幅に
短縮できる場合があります。
述語式として、Spark SQL でサポートされている任意のブール式を使用できます。Spark SQL クエリ
で WHERE 句に指定できる条件は、すべて正常に動作します。例えば述語式 pushDownPredicate =
"(year=='2017' and month=='04')" では、Data Catalog 内で year が「2017」に等しく、また
month が「04」に等しいパーティションのみロードされます。詳細については、Apache Spark SQL のド
キュメントを参照してください。特に Scala SQL 関数リファレンスが参考になります。
Hive 形式の Amazon S3 パスのパーティション分割に加えて、Apache Parquet および Apache ORC ファ
イル形式では、各ファイルが列値を表すデータのブロック単位にパーティション分割されます。各ブロッ
クにも、ブロック内のレコードに関する統計情報 (列の最小/最大値など) が保存されます。AWS Glue
は、Hive 形式のパーティションと、これらの形式のブロックパーティションの両方でプッシュダウン述語
をサポートしています。これにより、Parquet 形式と ORC 形式の不要な Amazon S3 パーティションを取
り除き、列統計を使用して不要と判断したブロックをスキップできます。
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カタログのパーティション述語を使用したサーバー側のフィルタ
リング
push_down_predicate オプションは、カタログからすべてのパーティションを一覧表示した
後、Amazon S3 にあるそれらのパーティションからファイルをリストする前に適用されます。テーブル
に多数のパーティションがある場合、カタログパーティションのリストに、時間的なオーバーヘッドが余
計に発生する可能性があります。このオーバーヘッドに対処するには、catalogPartitionPredicate
オプションを指定して AWS Glue Data Catalog のパーティションインデックスを使用しながら、サーバー
側のパーティションでプルーニングを行います。1 つのテーブルに数百万のパーティションがある場合、
これにより、パーティションのフィルタリングを大幅に高速化できます。カタログのパーティションイン
デックスではまだサポートされていない述語構文が、catalogPartitionPredicate で必要となる場合
には、additional_options の中で push_down_predicate と catalogPartitionPredicate の両
方を使用することもできます
Python:
dynamic_frame = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
database=dbname,
table_name=tablename,
transformation_ctx="datasource0",
push_down_predicate="day>=10 and customer_id like '10%'",
additional_options={"catalogPartitionPredicate":"year='2021' and month='06'"}
)

Scala:
val dynamicFrame = glueContext.getCatalogSource(
database = dbname,
tableName = tablename,
transformationContext = "datasource0",
pushDownPredicate="day>=10 and customer_id like '10%'",
additionalOptions = JsonOptions("""{
"catalogPartitionPredicate": "year='2021' and month='06'"}""")
).getDynamicFrame()

Note
push_down_predicate と catalogPartitionPredicate では、使用される構文が異なりま
す。前者では Spark SQL の標準構文を使用し、後者では JSQL パーサーを使用します。

パーティションの書き込み
デフォルトでは、DynamicFrame は書き込むときにパーティション分割されません。すべての出力ファイ
ルは、指定した出力パスの最上位レベルに書き込まれます。最近まで、DynamicFrame をパーティション
に書き込む唯一の方法は、書き込む前に Spark SQL DataFrame に変換することでした。
ただし、DynamicFrames ではキーのシーケンスを使用したネイティブのパーティション分割がサポート
されるようになりました。この場合、シンクの作成時に partitionKeys オプションを使用します。例え
ば、次の Python コードではデータセットを Parquet 形式で Amazon S3 のディレクトリに書き込みます。
これらのディレクトリでは、型フィールドごとにパーティション分割されています。これらのパーティ
ションに対しては、他のシステム (Amazon Athena など) を使用しての処理が行えます。
glue_context.write_dynamic_frame.from_options(
frame = projectedEvents,
connection_type = "s3",
connection_options = {"path": "$outpath", "partitionKeys": ["type"]},
format = "parquet")
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大きなグループの入力ファイルの読み取り
テーブルのプロパティを設定しておくと、Amazon S3 データストアからファイルが読み取られる際
に、AWS Glue の ETL ジョブでそれらのファイルをグループ化させることができます。これらのプロ
パティを使用すると、各 ETL タスクでは入力ファイルのグループを単一のインメモリパーティション
に読み取ることができます。これは、Amazon S3 データストアに多数の小さいファイルがある場合
に便利です。特定のプロパティを定義する際には、Amazon S3 データパーティション内のファイル
をグループ化し、そのグループの読み取り用のサイズを設定することを AWS Glue に指示します。ま
た、create_dynamic_frame.from_options メソッドを使用した Amazon S3 データストアからの読
み取りのために、これらのオプションを設定することもできます。
テーブルのファイルをグループ化するには、テーブル構造のパラメータフィールドにキーと値のペアを設
定します。テーブルのパラメータフィールドに値を設定するには、JSON 表記を使用します。テーブルの
プロパティを編集する詳しい方法については、「テーブルの詳細の表示と編集 (p. 56)」を参照してくださ
い。
このメソッドを使用すると、Amazon S3 データストアにある Data Catalog でテーブルをグループ化でき
ます。
groupFiles
Amazon S3 データパーティションにあるファイルのグループ化を有効にするには、groupFiles に
inPartition を設定します。入力ファイル数が 50,000 を超える場合には、次の例のように AWS
Glue がグループ化を自動的に有効にします。

'groupFiles': 'inPartition'

groupSize
groupSize をグループのターゲットサイズ (バイト単位) に設定します。groupSize プロパティはオ
プションです。指定しない場合、AWS Glue はクラスター内のすべての CPU コアを使用すると同時
に、ETL タスクとメモリ内パーティションの総数を減らすようにサイズを計算します。
たとえば、次の例では、グループサイズを 1 MB に設定します。

'groupSize': '1048576'

groupsize は、計算の結果を使用して設定する必要があることに注意してください。例: 1024 * 1024
= 1048576。
recurse
recurse に Trueを設定し、paths によりパスの配列を指定すると、すべてのサブディレクトリのファ
イルを再帰的に読み取ることができます。次の例のように、paths が Amazon S3 のオブジェクト
キーの配列である場合は、recurse を設定する必要はありません。

'recurse':True

create_dynamic_frame.from_options メソッドを使用して Amazon S3 から直接読み取る場合は、
以下の接続オプションを追加します。たとえば、ファイルを 1 MB のグループにグループ化する方法は次
のとおりです。
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df = glueContext.create_dynamic_frame.from_options("s3", {'paths': ["s3://s3path/"],
'recurse':True, 'groupFiles': 'inPartition', 'groupSize': '1048576'}, format="json")

Note
groupFiles は、csv、Ion、grokLog、json、および xml のデータ形式から作成された
DynamicFrames でサポートされています。このオプションは、avro、parquet、orc ではサポート
されていません。

JDBC テーブルからの並列読み取り
AWS Glue がデータを並列に読み込むように、JDBC テーブルのプロパティを設定できます。特定のプ
ロパティを設定するときに、データの論理パーティションに対して、並列 SQL クエリを実行するように
AWS Glue に指示します。ハッシュフィールド、またはハッシュ式を設定して、パーティション分割を制
御できます。データにアクセスするために使用される、並列読み込みの数を制御することもできます。
並列読み込みするに、テーブル構造のパラメータフィールドにキーと値のペアを設定できます。
テーブルのパラメータフィールドに値を設定するには、JSON 表記を使用します。テーブルのプロ
パティを編集する詳しい方法については、「テーブルの詳細の表示と編集 (p. 56)」を参照してく
ださい。ETL (抽出、変換、ロード) メソッド create_dynamic_frame_from_options および
create_dynamic_frame_from_catalog を呼び出すときに、並列読み込みを有効にすることもで
きます。これらのメソッドのオプションの指定の詳細については、「from_options (p. 572)」および
「from_catalog (p. 572)」を参照してください。
JDBC テーブル、つまり、ほとんどの基本データが JDBC データストアのテーブルで、このメソッドを使
用できます。Amazon Redshift および Amazon S3 テーブルの読み取り時は、これらのプロパティは無視さ
れます。
hashfield
データをパーティションに分割するために使用する JDBC テーブルの列の名前を hashfield に設
定します。最良の結果を得るために、この列の値は、パーティション間にデータを分散する、値の
均等分散である必要があります。この列には任意のデータ型を使用できます。AWS Glue は、この列
によってパーティション分割されたデータの並列読み込みを実行する、重複しないクエリを生成しま
す。たとえば、データが毎月均等に分散される場合、month 列を使用して、各月のデータを並行して
読み込むことができます。

'hashfield': 'month'

AWS Glue は、フィールド値をパーティション番号にハッシュするクエリを作成して、すべてのパー
ティションにクエリを並行して実行します。パーティションのテーブル読み込みに独自のクエリを使
用するには、hashfield の代わりに hashexpression を指定します。
hashexpression
hashexpression を、すべての番号を返す SQL 式 (JDBC データベースエンジンの文法に準拠する)
に設定します。単純式は、テーブル内の任意の数値列の名前です。AWS Glue は、パーティション
データの WHERE 句で、hashexpression を使用して並行して JDBC データを読み込む SQL クエリ
を生成します。
たとえば、数値列 customerID を使用して、パーティション分割されたデータを顧客番号を使用して
読み込みます。
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'hashexpression': 'customerID'

AWS Glue がパーティション分割を制御するようにするには、hashexpression の代わりに
hashfield を指定します。
hashpartitions
JDBC テーブルの並列読み込みの数を hashpartitions に設定します。このプロパティが設定され
ていない場合、デフォルト値は、7 です。
たとえば、並列読み込みの数に 5 を設定すると、AWS Glue は 5 (以下) のクエリを使用して、データ
を読み込みます。

'hashpartitions': '5'

Amazon Redshift との間でのデータの移動
Amazon Redshift クラスターとの間でデータを移動する場合、AWS Glue ジョブは Amazon Redshift に対
して COPY および UNLOAD ステートメントを発行し、スループットを最大にします。これらのコマンド
では、Amazon Redshift クラスターが Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) に対し、ステージン
グディレクトリとしてアクセスする必要があります。デフォルトでは、AWS Glue は、ジョブを実行する
ために指定したロールを使用して作成された一時的な認証情報を渡します。セキュリティ上の観点から、
これらの認証情報は 1 時間で有効期限が切れるため、長時間実行されたジョブが失敗する場合がありま
す。
この問題に対処するには、対象の Amazon Redshift クラスターに 1 つ以上の IAM ロールを関連付けま
す。COPY および UNLOAD はそのロールを使用できるので、Amazon Redshift は必要に応じて認証情報
を更新します。ロールを Amazon Redshift クラスターに関連付ける方法については、Amazon Redshift
データベース開発者ガイドの「COPY、UNLOAD、CREATE LIBRARY のための IAM のアクセス許可」を
参照してください。クラスターに関連付けるロールには、ジョブで指定した Amazon S3 の一時ディレク
トリに対する、読み取りならびに書き込みのアクセス許可が付与されていることを確認します。
クラスターのロールを設定したら、AWS Glue スクリプトの ETL (抽出、変換、およびロード) ステートメ
ントでそれを指定する必要があります。構文は、スクリプトが動的にフレームに対して読み書きを行う方
法によって異なります。スクリプトが AWS Glue Data Catalog テーブルから読み取りを行う場合は、ロー
ルを次のように指定します。

glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
database = "database-name",
table_name = "table-name",
redshift_tmp_dir = args["TempDir"],
additional_options = {"aws_iam_role": "arn:aws:iam::account-id:role/role-name"})

同様に、スクリプトが動的フレームに対する書き込みを行い、 Data Catalog からの読み取りを行う場合
は、次のようにロールを指定できます。

glueContext.write_dynamic_frame.from_catalog(
database = "database-name",
table_name = "table-name",
redshift_tmp_dir = args["TempDir"],
additional_options = {"aws_iam_role": "arn:aws:iam::account-id:role/role-name"})
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ここでは、role name は Amazon Redshift クラスターと関連付けたロールであり、database-name と
table-name は Data Catalog 内の Amazon Redshift テーブルを参照しています。
動的フレームを使用して copy_from_options を使用している場合、ロールを指定することもできま
す。これらの構文は類似していますが、追加のパラメータを connection_options マップに配置してい
ます。
my_conn_options = {
"url": "jdbc:redshift://host:port/redshift database name",
"dbtable": "redshift table name",
"user": "username",
"password": "password",
"redshiftTmpDir": args["TempDir"],
"aws_iam_role": "arn:aws:iam::account id:role/role name"
}
df = glueContext.create_dynamic_frame_from_options("redshift", my_conn_options)

このオプションは、Amazon Redshift に書き込む場合と似ています。
my_conn_options = {
"dbtable": "redshift table name",
"database": "redshift database name",
"aws_iam_role": "arn:aws:iam::account id:role/role name"
}
glueContext.write_dynamic_frame.from_jdbc_conf(
frame = input dynamic frame,
catalog_connection = "connection name",
connection_options = my_conn_options,
redshift_tmp_dir = args["TempDir"])

デフォルトでは、Amazon Redshift テーブルからデータを読み取る際に AWS Glue が使用する一
時フォルダ内のデータは、SSE-S3 暗号化を使用して暗号化されます。AWS Key Management
Service (AWS KMS) のカスタマー管理キーを使用してデータを暗号化するには、次の例に示すよう
に、additional_options で extraunloadoptions を指定し、さらに AWS KMS からのキー ID を指
定する必要があります。
datasource0 = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
database = "database-name",
table_name = "table-name",
redshift_tmp_dir = args["TempDir"],
additional_options = {"extraunloadoptions":"ENCRYPTED KMS_KEY_ID 'CMK key ID'"},
transformation_ctx = "datasource0"
)

Spark SQL ジョブ用の AWS Glue Data Catalog のサ
ポート
AWS Glue の Data Catalog は、Apache Hive メタストア互換のカタログです。Data Catalog を外部の
Apache Hive メタストアとして使用するように、ジョブと開発エンドポイント AWS Glueを設定できま
す。その後、Data Catalog に格納されたテーブルに対して Apache Spark SQL クエリを直接実行すること
ができます。AWS Glue ダイナミックフレームは、デフォルトで Data Catalogと 統合されています。ま
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た、この機能により Spark SQL ジョブは、Data Catalog を外部の Hive メタストアとして使用できるよう
になります。
この機能には、AWS Glue API エンドポイントへのネットワークアクセスが必要です。ネットワークアク
セスを提供する場合、プライベートサブネットに接続がある AWS Glue ジョブでは VPC エンドポイント
または NAT ゲートウェイを構成する必要があります。VPCエンドポイントの設定については、「データス
トアへのネットワークアクセスを設定する (p. 39)」を参照してください。NAT ゲートウェイを作成するに
は、Amazon VPC ユーザーガイドの「NAT ゲートウェイ」を参照してください。
ジョブ引数と開発エンドポイント引数にそれぞれ "--enable-glue-datacatalog": "" 引数を追加
することで、AWS Glue ジョブと開発エンドポイントを設定できます。この引数を渡すことで、Spark が
外部 Hive メタストアとして Data Catalog にアクセスできるようにする、特定の設定が構成されます。同
時に、SparkSession オブジェクトにある AWS Glue ジョブまたは開発エンドポイント内で作成された
Hive のサポートを有効化します。
データ カタログへのアクセスを有効にするには、コンソールの［ジョブの追加］または［エンドポイント
の追加］ページのカタログオプション グループで［Hive メタストアとして AWS Glue データ カタログを
使用］のチェックボックスをオンにします。ジョブまたは開発エンドポイントに使用される IAM ロールに
は glue:CreateDatabase アクセス許可が必要です。存在しない場合、「default」というデータベー
スが Data Catalog に作成されます。
Spark SQL ジョブでこの機能の使用方法の例を見てみましょう。次の例では、s3://awsgluedatasets/examples/us-legislators にある米国国会議員のデータセットをクロールしたと想定して
います。
AWS Glue Data Catalog で定義されたテーブルからデータをシリアル化/逆シリアル化するには、Spark
ジョブのクラスパスにある AWS Glue Data Catalog で定義された形式の Hive SerDe クラスが、Spark
SQL に必要です。
特定の一般的なフォーマットの SerDes は AWS Glue によって配布されています。以下はこれらへの
Amazon S3 リンクです。
• JSON
• XML
• Grok
JSON SerDe を追加の JAR として開発エンドポイントに追加します。ジョブでは、引数フィールドで -extra-jars 引数を使用して SerDe を追加できます。詳細については、 を参照してください。AWS Glue
によって使用されるジョブパラメータ (p. 292)
ここに、Spark SQL 用に Data Catalog を有効にして開発エンドポイントを作成するための入力 JSON の
例を示します。

{

}

"EndpointName": "Name",
"RoleArn": "role_ARN",
"PublicKey": "public_key_contents",
"NumberOfNodes": 2,
"Arguments": {
"--enable-glue-datacatalog": ""
},
"ExtraJarsS3Path": "s3://crawler-public/json/serde/json-serde.jar"

Spark SQL を使用して、米国国会議員のデータセットから作成されたテーブルにクエリを実行します。
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>>> spark.sql("use legislators")
DataFrame[]
>>> spark.sql("show tables").show()
+-----------+------------------+-----------+
|
database|
tableName|isTemporary|
+-----------+------------------+-----------+
|legislators|
areas_json|
false|
|legislators|
countries_json|
false|
|legislators|
events_json|
false|
|legislators| memberships_json|
false|
|legislators|organizations_json|
false|
|legislators|
persons_json|
false|
+-----------+------------------+-----------+
>>> spark.sql("describe memberships_json").show()
+--------------------+---------+-----------------+
|
col_name|data_type|
comment|
+--------------------+---------+-----------------+
|
area_id|
string|from deserializer|
|
on_behalf_of_id|
string|from deserializer|
|
organization_id|
string|from deserializer|
|
role|
string|from deserializer|
|
person_id|
string|from deserializer|
|legislative_perio...|
string|from deserializer|
|
start_date|
string|from deserializer|
|
end_date|
string|from deserializer|
+--------------------+---------+-----------------+

形式の SerDe クラスがジョブのクラスパスで使用できない場合は、以下に示すようなエラーが表示されま
す。
>>> spark.sql("describe memberships_json").show()
Caused by: MetaException(message:java.lang.ClassNotFoundException Class
org.openx.data.jsonserde.JsonSerDe not found)
at
org.apache.hadoop.hive.metastore.MetaStoreUtils.getDeserializer(MetaStoreUtils.java:399)
at
org.apache.hadoop.hive.ql.metadata.Table.getDeserializerFromMetaStore(Table.java:276)
... 64 more

memberships テーブルとは異なる organization_id だけを表示するには、次の SQL クエリを実行し
ます。
>>> spark.sql("select distinct organization_id from memberships_json").show()
+--------------------+
|
organization_id|
+--------------------+
|d56acebe-8fdc-47b...|
|8fa6c3d2-71dc-478...|
+--------------------+

動的フレームで同じ手順を実行する必要がある場合は、以下を実行してください。
>>> memberships = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(database="legislators",
table_name="memberships_json")
>>> memberships.toDF().createOrReplaceTempView("memberships")
>>> spark.sql("select distinct organization_id from memberships").show()
+--------------------+
|
organization_id|
+--------------------+
|d56acebe-8fdc-47b...|
|8fa6c3d2-71dc-478...|
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DynamicFrame は ETL オペレーション用に最適化されていますが、Spark SQL が Data Catalog に直接ア
クセスできるようにすることで、複雑な SQL ステートメントの実行や、既存のアプリケーションの移植が
簡素化されます。

Amazon S3 ストレージクラスの除外
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) からファイルまたはパーティションを読み取る AWS Glue
ETL ジョブを実行している場合は、一部の Amazon S3 ストレージクラスタイプを除外できます。
Amazon S3 には、次のストレージクラスがあります。
• STANDARD – 頻繁にアクセスされるデータの汎用ストレージ向け。
• INTELLIGENT_TIERING – アクセスパターンが不明または変化するデータ向け。
• STANDARD_IA および ONEZONE_IA – 保持期間が長くアクセス頻度の低いデータ向け。
• GLACIER、DEEP_ARCHIVE、および REDUCED_REDUNDANCY – 長期アーカイブおよびデジタル保存向
け。
詳細については、Amazon S3 デベロッパーガイドの「Amazon S3 ストレージクラス」を参照してくださ
い。
このセクションの例では、GLACIER および DEEP_ARCHIVE ストレージクラスを除外する方法を示し
ます。これらのクラスではファイルをリストできますが、復元されない限り、ファイルを読み取ること
はできません (さらに詳細な情報については、Amazon S3 デベロッパーガイドの「Restoring Archived
Objects」を参照してください。)
ストレージクラスの除外を使用することで、これらのストレージクラス層にまたがるパーティションを持
つテーブルで AWS Glue ジョブを確実に動作させることができます。除外がない場合、これらの階層から
データを読み取るジョブは、次のエラーで失敗します。 AmazonS3Exception: オペレーションはオブジェ
クトのストレージクラスに対して有効ではありません。
AWS Glue で Amazon S3 ストレージクラスをフィルタリングするには、さまざまな方法があります 。
トピック
• 動的フレームの作成時の Amazon S3 ストレージクラスの除外 (p. 741)
• Data Catalog テーブルでの Amazon S3 ストレージクラスの除外 (p. 742)

動的フレームの作成時の Amazon S3 ストレージクラスの除外
ダイナミックフレームの作成時に Amazon S3 のストレージクラスを除外するに
は、excludeStorageClasses で additionalOptions を使います。AWS Glue では指定されたスト
レージクラスに対応するファイルを、独自の Amazon S3 Lister の実装を使用して自動的にリストアップ
し、除外します。
次に、動的フレームの作成時に GLACIER および DEEP_ARCHIVE ストレージクラスを除外する、Python
および Scala の例を示します。
Python の例
glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog(
database = "my_database",
tableName = "my_table_name",
redshift_tmp_dir = "",
transformation_ctx = "my_transformation_context",
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)

additional_options = {
"excludeStorageClasses" : ["GLACIER", "DEEP_ARCHIVE"]
}

Scala の例
val* *df = glueContext.getCatalogSource(
nameSpace, tableName, "", "my_transformation_context",
additionalOptions = JsonOptions(
Map("excludeStorageClasses" -> List("GLACIER", "DEEP_ARCHIVE"))
)
).getDynamicFrame()

Data Catalog テーブルでの Amazon S3 ストレージクラスの除外
AWS Glue ETL のジョブによるストレージクラスの除外は、AWS Glue Data Catalog のテーブルパラメー
タとして指定できます。このパラメータは、AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用するか、API
を使用してプログラミングによって CreateTable オペレーションに含むことができます。詳細について
は、「テーブル構造」および「CreateTable」を参照してください。
AWS Glue コンソールで除外されるストレージクラスを指定することもできます。

Amazon S3 ストレージクラスを除外するには (コンソール)
1.
2.

AWS Management Console にサインインし、AWS Glue コンソール (https://
console.aws.amazon.com/glue/) を開きます。
左側のナビゲーションペインで、[Tables (テーブル)] を選択します。

3.
4.

リストでテーブル名を選択し、[Edit table (テーブルの編集)] を選択します。

5.

[Apply] を選択します。

[Table properties (テーブルプロパティ)] で、キーとして excludeStorageClasses を、値として
[\"GLACIER\",\"DEEP_ARCHIVE\"] を追加します。

DynamoDB テーブルへのクロスアカウントおよびク
ロスリージョンでのアクセス
AWS Glue ETL ジョブでは、DynamoDB テーブルに対する、クロスリージョンならびにクロスアカウント
でのアクセスを供にサポートしています。AWS GlueETL ジョブは、別の AWS アカウントの DynamoDB
テーブルからのデータ読み取り、および別の AWS アカウントの DynamoDB テーブルへのデータ書き込み
をサポートしています。加えて AWS Glue では、別のリージョンの DynamoDB テーブルからの読み取り
と、別のリージョンの DynamoDB テーブルへの書き込みもサポートしています。このセクションでは、
このアクセスを設定する手順と、スクリプトの例を示します。
このセクションに示す手順では、IAM のチュートリアルに則り、IAM ロールを作成しそのロールにアクセ
ス許可を付与しています。このチュートリアルでは、ロールの引き受けについても解説されていますが、
今回はその代わりに、AWS Glue でのロールの引き受けにはジョブ・スクリプトを使用します。また、こ
のチュートリアルでは、クロスアカウントに関連した一般的な作業についても説明しています。詳しく
は、IAM ユーザーガイドの「チュートリアル: IAMロールを使用した AWS アカウント間のアクセス権の委
譲」を参照してください。

ロールを作成する
チュートリアルのステップ 1 に従い、アカウント A に IAM ロールを作成します。ロールのアクセス許可
を定義する際に、AmazonDynamoDBReadOnlyAccess または AmazonDynamoDBFullAccess など既存
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のポリシーをアタッチして、ロールに対し DynamoDB の読み取り/書き込みを許可します。次の例に、ア
クセス許可ポリシー AmazonDynamoDBFullAccess を使用する、DynamoDBCrossAccessRole という
名前のロールを作成する方法を示します。

ロールにアクセス許可を付与する
IAM ユーザーガイドにあるチュートリアルのステップ 2 に従い、アカウント B が新しく作成されたロール
に切り替えることを許可します。次の例では、ここで示されるステートメントを使用して新しいポリシー
を作成しています。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole",
"Resource": "<DynamoDBCrossAccessRole's ARN>"
}

次に、DynamoDB へのアクセスに使用するグループ/ロール/ユーザーに、このポリシーをアタッチしま
す。

AWS Glue Job スクリプトの中でロールを引き受ける
この段階で、アカウント B にログインして、AWS Glue ジョブを作成できるようになっています。ジョブ
を作成するには、AWS Glue でジョブを追加する (p. 296) にある手順を参照してください。
ジョブスクリプト内で DynamoDBCrossAccessRole ロールを引き受けるに
は、dynamodb.sts.roleArn パラメーターを使用する必要があります。このロールを引き受けること
で、アカウント B の DynamoDB にアクセスするために必要な、一時的な認証情報を取得できます。この
ためのサンプルスクリプトを示します。
リージョン間でのクロスアカウント読み取りの場合 (ETL コネクタ):
import sys
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job
from awsglue.utils import getResolvedOptions
args = getResolvedOptions(sys.argv, ["JOB_NAME"])
glue_context= GlueContext(SparkContext.getOrCreate())
job = Job(glue_context)
job.init(args["JOB_NAME"], args)
dyf = glue_context.create_dynamic_frame_from_options(
connection_type="dynamodb",
connection_options={
"dynamodb.region": "us-east-1",
"dynamodb.input.tableName": "test_source",
"dynamodb.sts.roleArn": "<DynamoDBCrossAccessRole's ARN>"
}
)
dyf.show()
job.commit()

リージョン間でのクロスアカウント読み取りの場合 (ETL コネクタ):
import sys
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from
from
from

pyspark.context import SparkContext
awsglue.context import GlueContext
awsglue.job import Job
awsglue.utils import getResolvedOptions

args = getResolvedOptions(sys.argv, ["JOB_NAME"])
glue_context= GlueContext(SparkContext.getOrCreate())
job = Job(glue_context)
job.init(args["JOB_NAME"], args)
dyf = glue_context.create_dynamic_frame_from_options(
connection_type="dynamodb",
connection_options={
"dynamodb.useExportConnector": true,
"dynamodb.tableArn": "<test_source ARN>",
"dynamodb.sts.roleArn": "<DynamoDBCrossAccessRole's ARN>"
}
)
dyf.show()
job.commit()

リージョンにまたがるクロスアカウント読み取りおよび書き込みの場合:
import sys
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job
from awsglue.utils import getResolvedOptions
args = getResolvedOptions(sys.argv, ["JOB_NAME"])
glue_context= GlueContext(SparkContext.getOrCreate())
job = Job(glue_context)
job.init(args["JOB_NAME"], args)
dyf = glue_context.create_dynamic_frame_from_options(
connection_type="dynamodb",
connection_options={
"dynamodb.region": "us-east-1",
"dynamodb.input.tableName": "test_source"
}
)
dyf.show()
glue_context.write_dynamic_frame_from_options(
frame=dyf,
connection_type="dynamodb",
connection_options={
"dynamodb.region": "us-west-2",
"dynamodb.output.tableName": "test_sink",
"dynamodb.sts.roleArn": "<DynamoDBCrossAccessRole's ARN>"
}
)
job.commit()
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AWS Glue API
このセクションでは、AWS Glue SDK およびツールで使用されるデータ型とプリミティブについて説明し
ます。AWS Management Console の外部で、プログラムによって AWS Glue を操作する一般的な方法は
3 つあり、それぞれ独自のドキュメントがあります。
• 言語 SDK ライブラリを使用すれば、一般的なプログラミング言語で AWS リソースにアクセスできま
す。詳細については、「AWS での構築ツール」をご覧ください。
• AWS CLI を使用すると、コマンドラインで AWS リソースにアクセスできます。詳細については、
「AWS CLI Command Reference」(AWS CLI コマンドリファレンス) を参照してください。
• AWS CloudFormation を使用すると、一貫して一緒にプロビジョンされる一連の AWS リソースを定
義できます。詳細については、「AWS CloudFormation: AWS Glue resource type reference」(AWS
CloudFormation: AWS Glue リソースタイプリファレンス) を参照してください。
このセクションでは、これらの SDK およびツールから独立した共有プリミティブについて説明します。
ツールは、AWS Glue ウェブ API リファレンスを使用して AWS と通信します。
目次
• AWS Glue のセキュリティ API (p. 757)
• データ型 (p. 757)
• DataCatalogEncryptionSettings 構造 (p. 757)
• EncryptionAtRest 構造 (p. 758)
• ConnectionPasswordEncryption 構造 (p. 758)
• EncryptionConfiguration 構造 (p. 758)
• S3Encryption 構造 (p. 759)
• CloudWatchEncryption 構造 (p. 759)
• JobBookmarksEncryption 構造 (p. 759)
• SecurityConfiguration 構造 (p. 759)
• GluePolicy の構造 (p. 760)
• 操作 (p. 760)
• GetDataCatalogEncryptionSettings アクション (Python:
get_data_catalog_encryption_settings) (p. 760)
• PutDataCatalogEncryptionSettings アクション (Python:
put_data_catalog_encryption_settings) (p. 761)
• PutResourcePolicy アクション (Python: put_resource_policy) (p. 761)
• GetResourcePolicy アクション (Python: get_resource_policy) (p. 762)
• DeleteResourcePolicy アクション (Python: delete_resource_policy) (p. 763)
• CreateSecurityConfiguration アクション (Python: create_security_configuration) (p. 764)
• DeleteSecurityConfiguration アクション (Python: delete_security_configuration) (p. 764)
• GetSecurityConfiguration アクション (Python: get_security_configuration) (p. 765)
• GetSecurityConfigurations アクション (Python: get_security_configurations) (p. 765)
• GetResourcePolicies アクション (Python: get_resource_policies) (p. 766)
• Catalog API (p. 767)
• データベース API (p. 767)
• データ型 (p. 767)
• データベース構造 (p. 767)
• DatabaseInput 構造 (p. 768)
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• PrincipalPermissions 構造 (p. 768)
• DataLakePrincipal 構造 (p. 769)
• DatabaseIdentifier 構造 (p. 769)
• 操作 (p. 769)
• CreateDatabase アクション (Python: create_database) (p. 769)
• UpdateDatabase アクション (Python: update_database) (p. 770)
• DeleteDatabase アクション (Python: delete_database) (p. 770)
• GetDatabase アクション (Python: get_database) (p. 771)
• GetDatabases アクション (Python: get_databases) (p. 772)
• テーブル API (p. 772)
• データ型 (p. 772)
• Table 構造 (p. 773)
• TableInput 構造 (p. 774)
• 列の構造 (p. 775)
• StorageDescriptor 構造 (p. 776)
• SchemaReference 構造 (p. 777)
• SerDeInfo 構造 (p. 777)
• Order 構造 (p. 778)
• SkewedInfo 構造 (p. 778)
• TableVersion 構造 (p. 778)
• TableError 構造 (p. 779)
• TableVersionError 構造 (p. 779)
• SortCriterion 構造 (p. 779)
• TableIdentifier 構造 (p. 779)
• KeySchemaElement 構造 (p. 780)
• PartitionIndex 構造 (p. 780)
• PartitionIndexDescriptor 構造 (p. 780)
• BackfillError 構造 (p. 781)
• 操作 (p. 781)
• CreateTable アクション (Python: create_table) (p. 782)
• UpdateTable アクション (Python: update_table) (p. 782)
• DeleteTable アクション (Python: delete_table) (p. 783)
• BatchDeleteTable アクション (Python: batch_delete_table) (p. 784)
• GetTable アクション (Python:get_table) (p. 785)
• GetTables アクション (Python: get_tables) (p. 786)
• GetTableVersion アクション (Python: get_table_version) (p. 787)
• GetTableVersions アクション (Python: get_table_versions) (p. 787)
• DeleteTableVersion アクション (Python: delete_table_version) (p. 788)
• BatchDeleteTableVersion アクション (Python: batch_delete_table_version) (p. 789)
• SearchTables アクション (Python: search_tables) (p. 789)
• GetPartitionIndexes アクション (Python: get_partition_indexes) (p. 791)
• CreatePartitionIndex アクション (Python: create_partition_index) (p. 791)
• DeletePartitionIndex アクション
(Python: delete_partition_index) (p. 792)
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• UpdateColumnStatisticsForTable アクション (Python:
update_column_statistics_for_table) (p. 793)
• DeleteColumnStatisticsForTable アクション (Python:
delete_column_statistics_for_table) (p. 794)
• パーティション API (p. 795)
• データ型 (p. 795)
• パーティションの構造 (p. 795)
• PartitionInput の構造 (p. 796)
• PartitionSpecWithSharedStorageDescriptor 構造 (p. 796)
• PartitionListComposingSpec 構造 (p. 797)
• PartitionSpecProxy 構造 (p. 797)
• PartitionValueList 構造 (p. 797)
• セグメント構造 (p. 797)
• PartitionError 構造 (p. 798)
• BatchUpdatePartitionFailureEntry 構造 (p. 798)
• BatchUpdatePartitionRequestEntry 構造 (p. 798)
• 操作 (p. 798)
• CreatePartition アクション (Python: create_partition) (p. 799)
• BatchCreatePartition アクション (Python: batch_create_partition) (p. 799)
• UpdatePartition アクション (Python: update_partition) (p. 800)
• DeletePartition アクション (Python: delete_partition) (p. 801)
• BatchDeletePartition アクション (Python: batch_delete_partition) (p. 801)
• GetPartition アクション (Python: get_partition) (p. 802)
• GetPartitions アクション (Python: get_partitions) (p. 803)
• BatchGetPartition アクション (Python: batch_get_partition) (p. 806)
• BatchUpdatePartition アクション (Python: batch_update_partition) (p. 807)
• GetColumnStatisticsForPartition アクション (Python:
get_column_statistics_for_partition) (p. 807)
• UpdateColumnStatisticsForPartition アクション (Python:
update_column_statistics_for_partition) (p. 808)
• DeleteColumnStatisticsForPartition アクション (Python:
delete_column_statistics_for_partition) (p. 809)
• 接続 API (p. 810)
• データ型 (p. 810)
• Connection 構造 (p. 810)
• ConnectionInput の構造 (p. 812)
• PhysicalConnectionRequirements の構造 (p. 813)
• GetConnectionsFilter の構造 (p. 814)
• 操作 (p. 814)
• CreateConnection アクション (Python: create_connection) (p. 814)
• DeleteConnection アクション (Python: delete_connection) (p. 815)
• GetConnection アクション (Python: get_connection) (p. 815)
• GetConnections アクション (Python: get_connections) (p. 816)
• UpdateConnection アクション (Python: update_connection) (p. 817)
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• BatchDeleteConnection アクション (Python: batch_delete_connection) (p. 817)
• ユーザー定義関数 API (p. 818)
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• データ型 (p. 818)
• UserDefinedFunction 構造 (p. 818)
• UserDefinedFunctionInput 構造 (p. 819)
• 操作 (p. 819)
• CreateUserDefinedFunction アクション (Python:
create_user_defined_function) (p. 819)
• UpdateUserDefinedFunction アクション (Python:
update_user_defined_function) (p. 820)
• DeleteUserDefinedFunction アクション (Python:
delete_user_defined_function) (p. 820)
• GetUserDefinedFunction アクション (Python: get_user_defined_function) (p. 821)
• GetUserDefinedFunctions アクション (Python:
get_user_defined_functions) (p. 822)
• Athena カタログを AWS Glue にインポートする (p. 822)
• データ型 (p. 822)
• CatalogImportStatus 構造 (p. 823)
• 操作 (p. 823)
• ImportCatalogToGlue アクション (Python: import_catalog_to_glue) (p. 823)
• GetCatalogImportStatus アクション (Python: get_catalog_import_status) (p. 823)
• クローラーおよび分類子 API (p. 824)
• 分類子 API (p. 824)
• データ型 (p. 824)
• 分類子の構造 (p. 824)
• GrokClassifier の構造 (p. 825)
• XMLClassifier の構造 (p. 825)
• JsonClassifier の構造 (p. 826)
• CsvClassifier の構造 (p. 826)
• CreateGrokClassifierRequest の構造 (p. 827)
• UpdateGrokClassifierRequest の構造 (p. 828)
• CreateXMLClassifierRequest の構造 (p. 828)
• UpdateXMLClassifierRequest の構造 (p. 828)
• CreateJsonClassifierRequest の構造 (p. 829)
• UpdateJsonClassifierRequest の構造 (p. 829)
• CreateCsvClassifierRequest の構造 (p. 829)
• UpdateCsvClassifierRequest の構造 (p. 830)
• 操作 (p. 831)
• CreateClassifier アクション (Python: create_classifier) (p. 831)
• DeleteClassifier アクション (Python: delete_classifier) (p. 831)
• GetClassifier アクション (Python: get_classifier) (p. 832)
• GetClassifiers アクション (Python: get_classifiers) (p. 832)
• UpdateClassifier アクション (Python: update_classifier) (p. 833)
• クローラー API (p. 833)
• データ型 (p. 833)
• Crawler 構造 (p. 834)
• Schedule 構造 (p. 835)
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• CrawlerTargets 構造 (p. 835)
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• S3Target 構造 (p. 836)
• JdbcTarget 構造 (p. 836)
• MongoDBTarget 構造 (p. 837)
• DynamoDBTarget 構造 (p. 837)
• DeltaTarget 構造 (p. 838)
• CatalogTarget 構造 (p. 838)
• CrawlerMetrics 構造 (p. 838)
• CrawlerHistory の構造 (p. 839)
• CrawlsFilter の構造 (p. 840)
• SchemaChangePolicy 構造 (p. 840)
• LastCrawlInfo 構造 (p. 840)
• RecrawlPolicy 構造 (p. 841)
• LineageConfiguration 構造 (p. 841)
• LakeFormationConfiguration 構造 (p. 842)
• 操作 (p. 842)
• CreateCrawler アクション (Python: create_crawler) (p. 842)
• DeleteCrawler アクション (Python: delete_crawler) (p. 844)
• GetCrawler アクション (Python: get_crawler) (p. 844)
• GetCrawlers アクション (Python: get_crawlers) (p. 844)
• GetCrawlerMetrics アクション (Python: get_crawler_metrics) (p. 845)
• UpdateCrawler アクション (Python: update_crawler) (p. 845)
• StartCrawler アクション (Python: start_crawler) (p. 847)
• StopCrawler アクション (Python: stop_crawler) (p. 847)
• BatchGetCrawlers Action (Python: batch_get_crawlers) (p. 848)
• ListCrawlers アクション (Python: list_crawlers) (p. 848)
• ListCrawls アクション (Python: list_crawls) (p. 849)
• クローラースケジューラ API (p. 850)
• データ型 (p. 850)
• Schedule 構造 (p. 850)
• 操作 (p. 850)
• UpdateCrawlerSchedule アクション (Python: update_crawler_schedule) (p. 850)
• StartCrawlerSchedule アクション (Python: start_crawler_schedule) (p. 851)
• StopCrawlerSchedule アクション (Python: stop_crawler_schedule) (p. 851)
• ETL スクリプト API の自動生成 (p. 852)
• データ型 (p. 852)
• CodeGenNode 構造 (p. 852)
• CodeGenNodeArg 構造 (p. 852)
• CodeGenEdge 構造 (p. 853)
• 場所の構造 (p. 853)
• CatalogEntry 構造 (p. 853)
• MappingEntry 構造 (p. 854)
• 操作 (p. 854)
• CreateScript アクション (Python:749
create_script) (p. 854)
• GetDataflowGraph アクション (Python: get_dataflow_graph) (p. 855)
• GetMapping アクション (Python: get_mapping) (p. 855)
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• GetPlan アクション (Python: get_plan) (p. 856)
• ビジュアルジョブ API (p. 857)
• データ型 (p. 857)
• CodeGenConfiguration 構造 (p. 859)
• JDBCConnectorOptions 構造 (p. 862)
• StreamingDataProviewOptions 構造 (p. 863)
• AthenaConnectorSource 構造 (p. 863)
• JDBCConnectorSource 構造 (p. 864)
• SparkConnectorSource 構造 (p. 864)
• CatalogSource 構造 (p. 865)
• MySQLCatalogSource 構造体 (p. 865)
• PostgreSQLCatalogSource 構造体 (p. 865)
• OracleSQLCatalogSource 構造体 (p. 866)
• MicrosoftSQLServerCatalogSource 構造体 (p. 866)
• CatalogKinesisSource 構造 (p. 866)
• DirectKinesisSource 構造 (p. 867)
• KinesisStreamingSourceOptions 構造 (p. 867)
• CatalogKafkaSource 構造 (p. 869)
• DirectKafkaSource 構造 (p. 869)
• KafkaStreamingSourceOptions 構造 (p. 870)
• RedShiftSource 構造 (p. 871)
• S3CatalogSource 構造 (p. 871)
• GovernedCatalogSource 構造体 (p. 872)
• S3SourceAdditionalOptions 構造 (p. 872)
• S3CsvSource 構造体 (p. 872)
• S3DirectSourceAdditionalOptions 構造体 (p. 874)
• S3JsonSource 構造 (p. 874)
• S3ParquetSource 構造 (p. 875)
• DynamoDBCatalogSource 構造体 (p. 876)
• RelationalCatalogSource 構造体 (p. 877)
• JDBCConnectorTarget 構造 (p. 877)
• SparkConnectorTerg 構造 (p. 878)
• BasicCatalogTerg 構造 (p. 878)
• MySQLCatalogTarget 構造体 (p. 879)
• PostgreSQLCatalogTarget 構造体 (p. 879)
• OracleSQLCatalogTarget 構造体 (p. 879)
• MicrosoftSQLServerCatalogTarget 構造体 (p. 880)
• RedShiftTarget 構造 (p. 880)
• UpsertRedshiftTargetOptions 構造体 (p. 881)
• S3CatalogTarget 構造 (p. 881)
• GovernedCatalogTarget 構造体 (p. 881)
• S3GlueParquetTarget 構造 (p. 882)
• CatalogSchemaChangePolicy 構造
750(p. 882)
• S3directTarget 構造 (p. 883)
• DirectSchemaChangePolicy 構造 (p. 883)
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• ApplyMapping 構造 (p. 884)
• Mapping 構造 (p. 884)
• SelectFields 構造 (p. 885)
• DropFields 構造 (p. 885)
• RenameField 構造 (p. 885)
• スピゴット構造 (p. 886)
• Join 構造 (p. 886)
• JoinColumn 構造 (p. 887)
• SplitFields 構造 (p. 887)
• SelectFromCollection 構造 (p. 887)
• FillMissingValues 構造 (p. 888)
• Filter 構造 (p. 888)
• FilterExpression 構造 (p. 888)
• FilterValue 構造 (p. 889)
• CustomCode 構造 (p. 889)
• SparkSQL 構造 (p. 889)
• SqlAlias 構造 (p. 890)
• DropNullFields 構造 (p. 890)
• NullCheckboxList 構造 (p. 891)
• NullValueField 構造 (p. 891)
• Datatype 構造 (p. 891)
• Merge 構造 (p. 891)
• DropDuplicates 構造体 (p. 892)
• Union 構造 (p. 892)
• PIIDetection 構造体 (p. 892)
• Aggregate 構造体 (p. 893)
• GlueSchema 構造体 (p. 894)
• GlueStudioSchemaColumn 構造体 (p. 894)
• GlueStudioColumn 構造体 (p. 894)
• ジョブ API (p. 895)
• ジョブ (p. 895)
• データ型 (p. 895)
• Job 構造 (p. 895)
• ExecutionProperty 構造 (p. 898)
• NotificationProperty 構造 (p. 898)
• JobCommand 構造 (p. 898)
• ConnectionsList 構造 (p. 899)
• JobUpdate 構造 (p. 899)
• SourceControlDetails の構造 (p. 901)
• 操作 (p. 902)
• CreateJob アクション (Python: create_job) (p. 902)
• UpdateJob アクション (Python: update_job) (p. 905)
• GetJob アクション (Python:
751 get_job) (p. 906)
• GetJobs アクション (Python: get_jobs) (p. 906)
• DeleteJob アクション (Python: delete_job) (p. 907)
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• ListJobs アクション (Python: list_jobs) (p. 907)
• BatchGetJobs アクション (Python: batch_get_jobs) (p. 908)
• ジョブ実行 (p. 909)
• データ型 (p. 909)
• JobRun の構造 (p. 909)
• Predecessor 構造 (p. 912)
• JobBookmarkEntry 構造 (p. 912)
• BatchStopJobRunSuccessfulSubmission 構造 (p. 912)
• BatchStopJobRunError 構造 (p. 913)
• 操作 (p. 913)
• StartJobRun アクション (Python: start_job_run) (p. 913)
• BatchStopJobRun アクション (Python: batch_stop_job_run) (p. 915)
• GetJobRun アクション (Python: get_job_run) (p. 916)
• GetJobRuns アクション (Python: get_job_runs) (p. 916)
• GetJobBookmark アクション (Python: get_job_bookmark) (p. 917)
• GetJobBookmarks アクション (Python: get_job_bookmarks) (p. 918)
• ResetJobBookmark アクション (Python: reset_job_bookmark) (p. 919)
• トリガー (p. 919)
• データ型 (p. 919)
• トリガー構造 (p. 919)
• TriggerUpdate 構造 (p. 920)
• 述語構造 (p. 921)
• 条件の構造 (p. 921)
• アクション構造 (p. 922)
• EventBatchingCondition 構造 (p. 922)
• 操作 (p. 923)
• CreateTrigger アクション (Python: create_trigger) (p. 923)
• StartTrigger アクション (Python: start_trigger) (p. 924)
• GetTrigger アクション (Python: get_trigger) (p. 925)
• GetTriggers アクション (Python: get_triggers) (p. 925)
• UpdateTrigger アクション (Python: update_trigger) (p. 926)
• StopTrigger アクション (Python: stop_trigger) (p. 926)
• DeleteTrigger アクション (Python: delete_trigger) (p. 927)
• ListTriggers アクション (Python: list_triggers) (p. 927)
• BatchGetTriggers アクション (Python: batch_get_triggers) (p. 928)
• インタラクティブセッション API (p. 929)
• データ型 (p. 929)
• セッション構造 (p. 929)
• SessionCommand の構造 (p. 930)
• Statement 構造 (p. 930)
• StatementOutput 構造 (p. 931)
• StatementOutputData 構造 (p. 931)
• 操作 (p. 931)

752

• CreateSession アクション (Python: create_session) (p. 932)
• StopSession アクション (Python: stop_session) (p. 934)

AWS Glue デベロッパーガイド

• DeleteSession アクション (Python: delete_session) (p. 934)
• GetSession アクション (Python: get_session) (p. 935)
• ListSessions アクション (Python: list_sessions) (p. 935)
• RunStatement アクション (Python: run_statement) (p. 936)
• CancelStatement アクション (Python: cancel_statement) (p. 937)
• GetStatement アクション (Python: get_statement) (p. 937)
• ListStatements アクション (Python: list_statements) (p. 938)
• 開発エンドポイント API (p. 939)
• データ型 (p. 939)
• DevEndpoint 構造 (p. 939)
• DevEndpointCustomLibraries 構造 (p. 941)
• 操作 (p. 942)
• CreateDevEndpoint アクション (Python: create_dev_endpoint) (p. 942)
• UpdateDevEndpoint アクション (Python: update_dev_endpoint) (p. 946)
• DeleteDevEndpoint アクション (Python: delete_dev_endpoint) (p. 947)
• GetDevEndpoint アクション (Python: get_dev_endpoint) (p. 947)
• GetDevEndpoints アクション (Python: get_dev_endpoints) (p. 948)
• BatchGetDevEndpoints アクション (Python: batch_get_dev_endpoints) (p. 948)
• ListDevEndpoints アクション (Python: list_dev_endpoints) (p. 949)
• スキーマレジストリ (p. 950)
• データ型 (p. 950)
• RegistryId 構造 (p. 950)
• RegistryListItem 構造 (p. 951)
• MetadataInfo 構造 (p. 951)
• OtherMetadataValueListItem 構造 (p. 951)
• SchemaListItem 構造 (p. 952)
• SchemaVersionListItem 構造 (p. 952)
• MetadataKeyValuePair 構造 (p. 953)
• SchemaVersionErrorItem 構造 (p. 953)
• ErrorDetails 構造 (p. 953)
• SchemaVersionNumber 構造 (p. 953)
• SchemaId 構造 (p. 954)
• 操作 (p. 954)
• CreateRegistry アクション (Python: create_registry) (p. 954)
• CreateSchema アクション (Python: create_schema) (p. 955)
• GetSchema アクション (Python: get_schema) (p. 958)
• ListSchemaVersions アクション (Python: list_schema_versions) (p. 959)
• GetSchemaVersion アクション (Python: get_schema_version) (p. 960)
• GetSchemaVersionsDiff アクション (Python: get_schema_versions_diff) (p. 961)
• ListRegistries アクション (Python: list_registries) (p. 962)
• ListSchemas アクション (Python: list_schemas) (p. 962)
• RegisterSchemaVersion アクション (Python: register_schema_version) (p. 963)
• UpdateSchema アクション (Python:
753 update_schema) (p. 964)
• CheckSchemaVersionValidity アクション (Python: check_schema_version_validity) (p. 965)
• UpdateRegistry アクション (Python: update_registry) (p. 966)
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• GetSchemaByDefinition アクション (Python: get_schema_by_definition) (p. 967)
• GetRegistry アクション (Python: get_registry) (p. 967)
• PutSchemaVersionMetadata アクション (Python: put_schema_version_metadata) (p. 968)
• QuerySchemaVersionMetadata アクション (Python:
query_schema_version_metadata) (p. 969)
• RemoveSchemaVersionMetadata アクション (Python:
remove_schema_version_metadata) (p. 970)
• DeleteRegistry アクション (Python: delete_registry) (p. 971)
• DeleteSchema アクション (Python: delete_schema) (p. 972)
• DeleteSchemaVersions アクション (Python: delete_schema_versions) (p. 973)
• ワークフロー (p. 974)
• データ型 (p. 974)
• JobNodeDetails の構造 (p. 974)
• CrawlerNodeDetails 構造 (p. 974)
• TriggerNodeDetails 構造 (p. 974)
• Crawl 構造 (p. 975)
• Node 構造 (p. 975)
• Edge 構造 (p. 976)
• Workflow 構造 (p. 976)
• WorkflowGraph 構造 (p. 977)
• WorkflowRun 構造 (p. 977)
• WorkflowRunStatistics 構造 (p. 978)
• StartingEventBatchCondition 構造 (p. 978)
• Blueprint 構造 (p. 979)
• BlueprintDetails 構造 (p. 980)
• LastActiveDefinition 構造 (p. 980)
• BlueprintRun 構造 (p. 980)
• 操作 (p. 981)
• CreateWorkflow アクション (Python: create_workflow) (p. 982)
• UpdateWorkflow アクション (Python: update_workflow) (p. 983)
• DeleteWorkflow アクション (Python: delete_workflow) (p. 983)
• GetWorkflow アクション (Python: get_workflow) (p. 984)
• ListWorkflows アクション (Python: list_workflows) (p. 984)
• BatchGetWorkflows アクション (Python: batch_get_workflows) (p. 985)
• GetWorkflowRun アクション (Python: get_workflow_run) (p. 986)
• GetWorkflowRuns アクション (Python: get_workflow_runs) (p. 986)
• GetWorkflowRunProperties アクション (Python: get_workflow_run_properties) (p. 987)
• PutWorkflowRunProperties アクション (Python: put_workflow_run_properties) (p. 988)
• CreateBlueprint アクション (Python: create_blueprint) (p. 988)
• UpdateBlueprint アクション (Python: update_blueprint) (p. 989)
• DeleteBlueprint アクション (Python: delete_blueprint) (p. 990)
• ListBlueprints アクション (Python: list_blueprints) (p. 990)
• BatchGetBlueprints アクション (Python: batch_get_blueprints) (p. 991)
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• StartBlueprintRun アクション (Python: start_blueprint_run) (p. 991)
• GetBlueprintRun アクション (Python: get_blueprint_run) (p. 992)
• GetBlueprintRuns アクション (Python: get_blueprint_runs) (p. 993)
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• StartWorkflowRun アクション (Python: start_workflow_run) (p. 993)
• StopWorkflowRun アクション (Python: stop_workflow_run) (p. 994)
• ResumeWorkflowRun アクション (Python: resume_workflow_run) (p. 995)
• 機械学習 API (p. 995)
• データ型 (p. 995)
• TransformParameters 構造 (p. 996)
• EvaluationMetrics 構造 (p. 996)
• MLTransform 構造 (p. 996)
• FindMatchesParameters 構造 (p. 999)
• FindMatchesMetrics 構造 (p. 999)
• ConfusionMatrix 構造 (p. 1000)
• GlueTable 構造 (p. 1001)
• TaskRun 構造 (p. 1001)
• TransformFilterCriteria 構造 (p. 1002)
• TransformSortCriteria 構造 (p. 1002)
• TaskRunFilterCriteria 構造 (p. 1003)
• TaskRunSortCriteria 構造 (p. 1003)
• TaskRunProperties 構造 (p. 1003)
• FindMatchesTaskRunProperties 構造 (p. 1004)
• ImportLabelsTaskRunProperties 構造 (p. 1004)
• ExportLabelsTaskRunProperties 構造 (p. 1004)
• LabelingSetGenerationTaskRunProperties 構造 (p. 1004)
• SchemaColumn 構造 (p. 1005)
• TransformEncryption 構造 (p. 1005)
• MLUserDataEncryption 構造 (p. 1005)
• ColumnImportance 構造 (p. 1006)
• 操作 (p. 1006)
• CreateMLTransform アクション (Python: create_ml_transform) (p. 1006)
• UpdateMLTransform アクション (Python: update_ml_transform) (p. 1009)
• DeleteMLTransform アクション (Python: delete_ml_transform) (p. 1010)
• GetMLTransform アクション (Python: get_ml_transform) (p. 1011)
• GetMLTransforms アクション (Python: get_ml_transforms) (p. 1013)
• ListMLTransforms アクション(Python: list_ml_transforms) (p. 1013)
• StartMLEvaluationTaskRun アクション (Python: start_ml_evaluation_task_run) (p. 1014)
• StartMLLabelingSetGenerationTaskRun アクション (Python:
start_ml_labeling_set_generation_task_run) (p. 1015)
• GetMLTaskRun アクション (Python: get_ml_task_run) (p. 1016)
• GetMLTaskRuns アクション (Python: get_ml_task_runs) (p. 1017)
• CancelMLTaskRun アクション (Python: cancel_ml_task_run) (p. 1018)
• StartExportLabelsTaskRun アクション (Python: start_export_labels_task_run) (p. 1018)
• StartImportLabelsTaskRun アクション (Python: start_import_labels_task_run) (p. 1019)
• 機密データの検出 API (p. 1020)
• AWS Glue Studio 外での機密データ検出の使用 (p. 1020)
• データ型 (p. 1024)
• CustomentityType 構造 (p. 1024)
• 操作 (p. 1025)
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• CreateCustomentType アクション (Python: create_custom_entity_type) (p. 1025)
• DeleteCustomEntityType アクション (Python: delete_custom_entity_type) (p. 1026)
• GetCustomEntityType アクション (Python: get_custom_entity_type) (p. 1026)
• BatchGetCustomEntityTypes アクション (Python: batch_get_custom_entity_types) (p. 1027)
• ListCustomentTypes アクション (Python: list_custom_entity_types) (p. 1027)
• AWS Glue の API のタグ付け (p. 1028)
• データ型 (p. 1028)
• Tag 構造 (p. 1028)
• 操作 (p. 1028)
• TagResource アクション (Python: tag_resource) (p. 1029)
• UntagResource アクション (Python: untag_resource) (p. 1029)
• GetTags アクション (Python: get_tags) (p. 1030)
• 一般的なデータ型 (p. 1030)
• Tag 構造 (p. 1030)
• DecimalNumber 構造 (p. 1031)
• ErrorDetail 構造 (p. 1031)
• PropertyPredicate 構造 (p. 1031)
• ResourceUri 構造 (p. 1031)
• ColumnStatistics 構造 (p. 1032)
• ColumnStatisticsError 構造 (p. 1032)
• ColumnError 構造 (p. 1032)
• ColumnStatisticsData 構造 (p. 1033)
• BooleanColumnStatisticsData 構造 (p. 1033)
• DateColumnStatisticsData 構造 (p. 1033)
• DecimalColumnStatisticsData 構造 (p. 1034)
• DoubleColumnStatisticsData 構造 (p. 1034)
• LongColumnStatisticsData 構造 (p. 1035)
• StringColumnStatisticsData 構造 (p. 1035)
• BinaryColumnStatisticsData 構造 (p. 1035)
• 文字列パターン (p. 1036)
• 例外 (p. 1037)
• AccessDeniedException 構造 (p. 1037)
• AlreadyExistsException 構造 (p. 1037)
• ConcurrentModificationException 構造 (p. 1037)
• ConcurrentRunsExceededException 構造 (p. 1037)
• CrawlerNotRunningException 構造 (p. 1037)
• CrawlerRunningException 構造 (p. 1038)
• CrawlerStoppingException 構造 (p. 1038)
• EntityNotFoundException 構造 (p. 1038)
• GlueEncryptionException 構造 (p. 1038)
• IdempotentParameterMismatchException 構造 (p. 1038)
• IllegalWorkflowStateException 構造 (p. 1039)
• InternalServiceException 構造 (p.756
1039)
• InvalidExecutionEngineException 構造 (p. 1039)
• InvalidInputException 構造 (p. 1039)
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• InvalidStateException 構造 (p. 1039)
•
•
•
•
•

InvalidTaskStatusTransitionException 構造 (p. 1040)
JobDefinitionErrorException 構造 (p. 1040)
JobRunInTerminalStateException 構造 (p. 1040)
JobRunInvalidStateTransitionException 構造 (p. 1040)
JobRunNotInTerminalStateException 構造 (p. 1041)

• LateRunnerException 構造 (p. 1041)
• NoScheduleException 構造 (p. 1041)
• OperationTimeoutException 構造 (p. 1041)
• ResourceNotReadyException 構造 (p. 1041)
• ResourceNumberLimitExceededException 構造 (p. 1042)
• SchedulerNotRunningException 構造 (p. 1042)
• SchedulerRunningException 構造 (p. 1042)
• SchedulerTransitioningException 構造 (p. 1042)
• UnrecognizedRunnerException 構造 (p. 1042)
• ValidationException 構造 (p. 1043)
• VersionMismatchException 構造 (p. 1043)

AWS Glue のセキュリティ API
Security API では、セキュリティのデータ型と、AWS Glue のセキュリティに関する API について説明し
ています。

データ型
• DataCatalogEncryptionSettings 構造 (p. 757)
• EncryptionAtRest 構造 (p. 758)
• ConnectionPasswordEncryption 構造 (p. 758)
• EncryptionConfiguration 構造 (p. 758)
• S3Encryption 構造 (p. 759)
• CloudWatchEncryption 構造 (p. 759)
• JobBookmarksEncryption 構造 (p. 759)
• SecurityConfiguration 構造 (p. 759)
• GluePolicy の構造 (p. 760)

DataCatalogEncryptionSettings 構造
データカタログのセキュリティを維持するための構成情報が含まれています。

フィールド
• EncryptionAtRest – EncryptionAtRest (p. 758) オブジェクト。
データカタログの保管時の暗号化の構成を指定します。
• ConnectionPasswordEncryption – ConnectionPasswordEncryption (p. 758) オブジェクト。
接続パスワードが有効になっている場合、データカタログでは、お客様が用意したキーを使用し
て、CreateConnection または UpdateConnection の一部としてパスワードを暗号化するか、接続
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プロパティの ENCRYPTED_PASSWORD フィールドに保存します。カタログの暗号化、またはパスワード
の暗号化のみ有効にすることができます。

EncryptionAtRest 構造
データカタログの保管時の暗号化の構成を指定します。

フィールド
• CatalogEncryptionMode – 必須: UTF-8 文字列 (有効な値: DISABLED | SSE-KMS="SSEKMS")。
データカタログを暗号化するための保管時の暗号化モード。
• SseAwsKmsKeyId – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
保管時の暗号化に使用する、AWS KMS キーの ID。

ConnectionPasswordEncryption 構造
CreateConnection または UpdateConnection の一部としてパスワードを暗号化し、接続プロパティ
の ENCRYPTED_PASSWORD フィールドに保存するために、データカタログで使用されるデータ構造。カタ
ログの暗号化、またはパスワードの暗号化のみ有効にすることができます。
パスワードを含む CreationConnection リクエストが到着すると、Data Catalog ではまず AWS KMS
キーを使用してパスワードを暗号化します。カタログの暗号化が有効になっている場合は、続いて全体の
接続オブジェクトも暗号化します。
この暗号化では、セキュリティ要件に従ってパスワードキーへのアクセスを有効にしたり制限したりする
ように AWS KMS キーのアクセス許可を設定する必要があります。たとえば、管理者にのみ、パスワード
キーの復号のアクセス許可を付与する場合などです。

フィールド
• ReturnConnectionPasswordEncrypted – 必須: Boolean。
ReturnConnectionPasswordEncrypted フラグが「true」に設定されている場合
は、GetConnection および GetConnections の応答でパスワードは暗号化された状態のままになり
ます。この暗号化は、カタログの暗号化とは関係なく、有効になります。
• AwsKmsKeyId – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
接続パスワードの暗号化に使用する AWS KMS キー。
接続パスワードの保護が有効になっている場合、CreateConnection および UpdateConnection の
呼び出し元には少なくとも、指定された AWS KMS キーの kms:Encrypt アクセス許可が必要です。こ
のアクセス許可は、Data Catalog に保存する前にパスワードを暗号化するために必要です。
復号のアクセス許可を設定することで、セキュリティ要件に従ってパスワードキーへのアクセスを有効
または制限することができます。

EncryptionConfiguration 構造
暗号化構成を指定します。

フィールド
• S3Encryption – S3Encryption (p. 759) オブジェクトの配列。
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Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) データの暗号化設定。
• CloudWatchEncryption – CloudWatchEncryption (p. 759) オブジェクト。
Amazon CloudWatch の暗号化構成。
• JobBookmarksEncryption – JobBookmarksEncryption (p. 759) オブジェクト。
ジョブブックマークの暗号化構成。

S3Encryption 構造
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) データを暗号化する方法を指定します。

フィールド
• S3EncryptionMode – UTF-8 文字列 (有効な値: DISABLED | SSE-KMS="SSEKMS" | SSES3="SSES3")。
Simple Storage Service (Amazon S3) データに使用する暗号化モード。
• KmsKeyArn– UTF-8 文字列、「Custom string pattern #19 (p. 1036)」に一致。
データの暗号化に使用する KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN)。

CloudWatchEncryption 構造
Amazon CloudWatch データを暗号化する方法を指定します。

フィールド
• CloudWatchEncryptionMode – UTF-8 文字列 (有効な値: DISABLED | SSE-KMS="SSEKMS")。
CloudWatch データに使用する暗号化モード。
• KmsKeyArn– UTF-8 文字列、「Custom string pattern #19 (p. 1036)」に一致。
データの暗号化に使用する KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN)。

JobBookmarksEncryption 構造
ジョブブックマークデータを暗号化する方法を指定します。

フィールド
• JobBookmarksEncryptionMode – UTF-8 文字列 (有効な値: DISABLED | CSE-KMS="CSEKMS")。
ジョブブックマークデータに使用する暗号化モード。
• KmsKeyArn– UTF-8 文字列、「Custom string pattern #19 (p. 1036)」に一致。
データの暗号化に使用する KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN)。

SecurityConfiguration 構造
セキュリティ設定を指定します。
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フィールド
• Name – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
セキュリティ構成の名前。
• CreatedTimeStamp – タイムスタンプ。
このセキュリティ設定が作成された時刻。
• EncryptionConfiguration – EncryptionConfiguration (p. 758) オブジェクト。
このセキュリティ構成に関連する暗号化構成。

GluePolicy の構造
リソースポリシーを返すための構造。

フィールド
• PolicyInJson – UTF-8 文字列、少なくとも 2 バイト長。
リクエストされたポリシードキュメントを JSON 形式で含んでいます。
• PolicyHash – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
このポリシーに関連付けられたハッシュ値を含んでいます。
• CreateTime – タイムスタンプ。
ポリシーの作成日時。
• UpdateTime – タイムスタンプ。
ポリシーの前回更新日時。

操作
• GetDataCatalogEncryptionSettings アクション (Python: get_data_catalog_encryption_settings) (p. 760)
• PutDataCatalogEncryptionSettings アクション (Python: put_data_catalog_encryption_settings) (p. 761)
• PutResourcePolicy アクション (Python: put_resource_policy) (p. 761)
• GetResourcePolicy アクション (Python: get_resource_policy) (p. 762)
• DeleteResourcePolicy アクション (Python: delete_resource_policy) (p. 763)
• CreateSecurityConfiguration アクション (Python: create_security_configuration) (p. 764)
• DeleteSecurityConfiguration アクション (Python: delete_security_configuration) (p. 764)
• GetSecurityConfiguration アクション (Python: get_security_configuration) (p. 765)
• GetSecurityConfigurations アクション (Python: get_security_configurations) (p. 765)
• GetResourcePolicies アクション (Python: get_resource_policies) (p. 766)

GetDataCatalogEncryptionSettings アクション
(Python: get_data_catalog_encryption_settings)
指定されたカタログのセキュリティ設定を取得します。
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(put_data_catalog_encryption_settings)

リクエスト
• CatalogId – カタログ ID 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
セキュリティ設定を取得するデータカタログの ID。設定しない場合は、AWS アカウント ID がデフォル
トで使用されます。

応答
• DataCatalogEncryptionSettings – DataCatalogEncryptionSettings (p. 757) オブジェクト。
リクエストされたセキュリティ設定。

エラー
• InternalServiceException
• InvalidInputException
• OperationTimeoutException

PutDataCatalogEncryptionSettings アクション
(Python: put_data_catalog_encryption_settings)
指定したカタログのセキュリティ構成を設定します。構成が完了すると、以後、指定した暗号化がすべて
のカタログ書き込みに適用されます。

リクエスト
• CatalogId – カタログ ID 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
セキュリティ設定を行うデータカタログの ID。設定しない場合は、AWS アカウント ID がデフォルトで
使用されます。
• DataCatalogEncryptionSettings – 必須: DataCatalogEncryptionSettings (p. 757) オブジェク
ト。
設定するセキュリティ設定。

応答
• 応答パラメータはありません。

エラー
• InternalServiceException
• InvalidInputException
• OperationTimeoutException

PutResourcePolicy アクション (Python:
put_resource_policy)
アクセスコントロールのためにデータカタログのリソースポリシーを設定します。
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リクエスト
• PolicyInJson – 必須: UTF-8 文字列、少なくとも 2 バイト長。
設定する、JSON 形式のポリシードキュメントを含んでいます。
• ResourceArn – UTF-8 文字列。1～10240 バイト長。Custom string pattern #17 (p. 1036) に一致。
使用しません。内部使用のみ。
• PolicyHashCondition – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一
致。
前のポリシーが PutResourcePolicy を使用して設定された時に返るハッシュ値。その目的は、ポリ
シーの同時変更を防ぐことです。以前に設定されたポリシーがない場合は、このパラメータは使用しな
いでください。
• PolicyExistsCondition – UTF-8 文字列 (有効な値: MUST_EXIST | NOT_EXIST | NONE)。
ポリシーの値を更新するために値 MUST_EXIST が使用されます。新しいポリシーを作成するために値
NOT_EXIST が使用されます。値 NONE または null 値を使用すると、呼び出しはポリシーが存在するか
どうかに依存しなくなります。
• EnableHybrid – UTF-8 文字列 (有効な値: TRUE | FALSE)。
'TRUE' の場合、Data Catalog のリソースへのクロスアカウントアクセスを許可するために次の両方の
方法を使用していることを示しています。
• リソースポリシーを PutResourePolicy で直接更新
• AWS Management Console で Grant permissions コマンドを使用
マネジメントコンソールを使用してクロスアカウントアクセスを既に許可している場合、'TRUE' に設
定する必要があります。そうしないと、呼び出しは失敗します。デフォルトは FALSE です。

応答
• PolicyHash – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
設定されたばかりのポリシーのハッシュです。このポリシーを上書きまたは更新するこれ以降の呼び出
しには、これを含める必要があります。

エラー
• EntityNotFoundException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException
• InvalidInputException
• ConditionCheckFailureException

GetResourcePolicy アクション (Python:
get_resource_policy)
指定されたリソースポリシーを取得します。

リクエスト
• ResourceArn – UTF-8 文字列。1～10240 バイト長。Custom string pattern #17 (p. 1036) に一致。
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リソースポリシーを取得する対象の AWS Glue リソースの ARN です。指定しない場合は、Data
Catalog のリソースポリシーが返されます。GetResourcePolicies を使用して、既存のリソースポリ
シーをすべて表示します。詳細については、「AWS Glue リソース ARN を特定する」を参照してくださ
い。

応答
• PolicyInJson – UTF-8 文字列、少なくとも 2 バイト長。
リクエストされたポリシードキュメントを JSON 形式で含んでいます。
• PolicyHash – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
このポリシーに関連付けられたハッシュ値を含んでいます。
• CreateTime – タイムスタンプ。
ポリシーの作成日時。
• UpdateTime – タイムスタンプ。
ポリシーの前回更新日時。

エラー
• EntityNotFoundException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException
• InvalidInputException

DeleteResourcePolicy アクション (Python:
delete_resource_policy)
指定されたポリシーを削除します。

リクエスト
• PolicyHashCondition – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一
致。
このポリシーが設定されたときに返されたハッシュ値です。
• ResourceArn – UTF-8 文字列。1～10240 バイト長。Custom string pattern #17 (p. 1036) に一致。
削除されるリソースポリシーの AWS Glue リソースの ARNです。

応答
• 応答パラメータはありません。

エラー
• EntityNotFoundException
• InternalServiceException
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• OperationTimeoutException
• InvalidInputException
• ConditionCheckFailureException

CreateSecurityConfiguration アクション (Python:
create_security_configuration)
新しいセキュリティ構成を作成します。セキュリティ構成は、AWS Glue が使用できるセキュリティプロ
パティのセットです。セキュリティ構成を使用して、保管時にデータを暗号化できます。AWS Glue のセ
キュリティ設定を使用する方法については、「クローラ、ジョブ、および開発エンドポイントによって書
き込まれたデータの暗号化」を参照してください。

リクエスト
• Name – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
新しいセキュリティ設定の名前。
• EncryptionConfiguration – 必須: EncryptionConfiguration (p. 758) オブジェクト。
新しいセキュリティ設定に関連する暗号化設定。

応答
• Name – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
新しいセキュリティ設定に割り当てられた名前。
• CreatedTimestamp – タイムスタンプ。
新しいセキュリティ設定が作成された時刻。

エラー
• AlreadyExistsException
• InvalidInputException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException
• ResourceNumberLimitExceededException

DeleteSecurityConfiguration アクション (Python:
delete_security_configuration)
指定したセキュリティ設定を削除します。

リクエスト
• Name – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
削除するセキュリティ設定の名前。
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応答
• 応答パラメータはありません。

エラー
• EntityNotFoundException
• InvalidInputException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException

GetSecurityConfiguration アクション (Python:
get_security_configuration)
指定したセキュリティ設定を取得します。

リクエスト
• Name – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
取得するセキュリティ設定の名前。

応答
• SecurityConfiguration – SecurityConfiguration (p. 759) オブジェクト。
リクエストされたセキュリティ設定。

エラー
• EntityNotFoundException
• InvalidInputException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException

GetSecurityConfigurations アクション (Python:
get_security_configurations)
すべてのセキュリティ設定のリストを取得します。

リクエスト
• MaxResults – 1～1000 の数値 (整数)。
返される結果の最大数。
• NextToken – UTF-8 文字列。
継続トークン (これが継続呼び出しの場合)。
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応答
• SecurityConfigurations – SecurityConfiguration (p. 759) オブジェクトの配列。
セキュリティ設定のリスト。
• NextToken – UTF-8 文字列。
返されるセキュリティ設定がさらにある場合は、継続トークンを返します。

エラー
• EntityNotFoundException
• InvalidInputException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException

GetResourcePolicies アクション (Python:
get_resource_policies)
クロスアカウントのアクセス許可の付与中に AWS Resource Access Manager によって個々のリソースに
設定されたリソースポリシーを取得します。Data Catalog のリソースポリシーも取得します。
Data Catalog 設定でメタデータの暗号化を有効にしていて、AWS KMS キーへのアクセス許可がない場
合、オペレーションで Data Catalog のリソースポリシーを返すことはできません。

リクエスト
• NextToken – UTF-8 文字列。
継続トークン (これが継続リクエストの場合)。
• MaxResults – 1～1000 の数値 (整数)。
返されるリストの最大サイズ。

応答
• GetResourcePoliciesResponseList – GluePolicy (p. 760) オブジェクトの配列。
個々のリソースポリシーとアカウントレベルのリソースポリシーのリスト。
• NextToken – UTF-8 文字列。
継続トークン (戻されたリストに使用可能な最後のリソースポリシーが含まれていない場合)。

エラー
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException
• InvalidInputException
• GlueEncryptionException
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Catalog API
Catalog API では、AWS Glue でのカタログの操作に関連するデータ型と API について説明します。
トピック
• データベース API (p. 767)
• テーブル API (p. 772)
• パーティション API (p. 795)
• 接続 API (p. 810)
• ユーザー定義関数 API (p. 818)
• Athena カタログを AWS Glue にインポートする (p. 822)

データベース API
Database API では、データベースのデータ型について説明し、これにはデータベースを作成、削除、検
索、更新、および一覧表示するための API が含まれます。

データ型
• データベース構造 (p. 767)
• DatabaseInput 構造 (p. 768)
• PrincipalPermissions 構造 (p. 768)
• DataLakePrincipal 構造 (p. 769)
• DatabaseIdentifier 構造 (p. 769)

データベース構造
Database オブジェクトは、Hive メタストアまたは RDBMS に存在する可能性のあるテーブルの論理グ
ループを表します。

フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
データベースの名前。Hive との互換性を保つため、これは保存時には小文字で折りた畳まれます。
• Description – 説明文字列、2048 バイト長以下、URI address multi-line string pattern (p. 1036) に一
致。
データベースの説明。
• LocationUri – Uniform resource identifier (uri)、1～1024 バイト長、URI address multi-line string
pattern (p. 1036) に一致。
データベースの場所 (たとえば HDFS パスなど)。
• Parameters – キーバリューペアのマップ配列。
各キーはキー文字列。1～255 バイト長。Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
各値は UTF-8 文字列で、512,000 バイト長以下です。
これらのキー/値ペアはデータベースのパラメータとプロパティを定義します。
• CreateTime – タイムスタンプ。
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メタデータデータベースがカタログに作成された時刻。
• CreateTableDefaultPermissions – PrincipalPermissions (p. 768) オブジェクトの配列。
プリンシパル用のデフォルトのアクセス権限セットをテーブルに作成します。
• TargetDatabase – DatabaseIdentifier (p. 769) オブジェクト。
リソースリンク用のターゲットデータベースを記述する DatabaseIdentifier 構造。
• CatalogId – カタログ ID 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
データベースが存在するデータカタログの ID。

DatabaseInput 構造
データベースの作成または更新に使用される構造体。

フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
データベースの名前。Hive との互換性を保つため、これは保存時には小文字で折りた畳まれます。
• Description – 説明文字列、2048 バイト長以下、URI address multi-line string pattern (p. 1036) に一
致。
データベースの説明。
• LocationUri – Uniform resource identifier (uri)、1～1024 バイト長、URI address multi-line string
pattern (p. 1036) に一致。
データベースの場所 (たとえば HDFS パスなど)。
• Parameters – キーバリューペアのマップ配列。
各キーはキー文字列。1～255 バイト長。Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
各値は UTF-8 文字列で、512,000 バイト長以下です。
これらのキー/値ペアはデータベースのパラメータとプロパティを定義します。
これらのキー/値ペアはデータベースのパラメータとプロパティを定義します。
• CreateTableDefaultPermissions – PrincipalPermissions (p. 768) オブジェクトの配列。
プリンシパル用のデフォルトのアクセス権限セットをテーブルに作成します。
• TargetDatabase – DatabaseIdentifier (p. 769) オブジェクト。
リソースリンク用のターゲットデータベースを記述する DatabaseIdentifier 構造。

PrincipalPermissions 構造
プリンシパルに付与される許可です。

フィールド
• Principal – DataLakePrincipal (p. 769) オブジェクト。
許可を付与されたプリンシパル。
• Permissions – UTF-8 文字列の配列。
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プリンシパルに付与される許可。

DataLakePrincipal 構造
AWS Lake Formation プリンシパルです｡

フィールド
• DataLakePrincipalIdentifier – UTF-8 文字列、1～255 バイト長。
AWS Lake Formation プリンシパルの識別子。

DatabaseIdentifier 構造
リソースリンク用のターゲットデータベースを記述する 構造。

フィールド
• CatalogId – カタログ ID 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
データベースが存在するデータカタログの ID。
• DatabaseName – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
カタログデータベースの名前。

操作
• CreateDatabase アクション (Python: create_database) (p. 769)
• UpdateDatabase アクション (Python: update_database) (p. 770)
• DeleteDatabase アクション (Python: delete_database) (p. 770)
• GetDatabase アクション (Python: get_database) (p. 771)
• GetDatabases アクション (Python: get_databases) (p. 772)

CreateDatabase アクション (Python: create_database)
データカタログに新しいデータベースを作成します。

リクエスト
• CatalogId – カタログ ID 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
データベースを作成するデータカタログの ID。設定しない場合は、AWS アカウント ID がデフォルトで
使用されます。
• DatabaseInput – 必須: DatabaseInput (p. 768) オブジェクト。
データベースのメタデータ。
• Tags – キーと値のペアのマップ配列。50 ペア以下。
各キーは UTF-8 文字列で、1～128 バイト長です。
各値は UTF-8 文字列で、256 バイト長以下です。
データベースに割り当てるタグ。
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応答
• 応答パラメータはありません。

エラー
• InvalidInputException
• AlreadyExistsException
• ResourceNumberLimitExceededException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException
• GlueEncryptionException
• ConcurrentModificationException

UpdateDatabase アクション (Python: update_database)
データカタログの既存のデータベース定義を更新します。

リクエスト
• CatalogId – カタログ ID 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
メタデータのデータベースが存在するデータカタログの ID。設定しない場合は、AWS アカウント ID が
デフォルトで使用されます。
• Name – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
カタログで更新するデータベースの名前。Hive 互換性のために、これは小文字で表記されます。
• DatabaseInput – 必須: DatabaseInput (p. 768) オブジェクト。
カタログ内のメタデータデータベースの新しい定義を指定する DatabaseInput オブジェクト。

応答
• 応答パラメータはありません。

エラー
• EntityNotFoundException
• InvalidInputException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException
• GlueEncryptionException
• ConcurrentModificationException

DeleteDatabase アクション (Python: delete_database)
指定されたデータベースをデータカタログから削除します。

Note
このオペレーションが完了すると、削除されたデータベース内のテーブル (それらのテーブルに属
する可能性のあるすべてのテーブルのバージョンとパーティションも含む) とユーザー定義関数に
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はアクセスできなくなります。AWS Glue では、このサービスの裁量により、これらの「孤立し
た」リソースを適時に非同期的に削除します。
関連するすべてのリソースを確実にすぐに削除するには、DeleteDatabase を呼び出す前
に、DeleteTableVersion/BatchDeleteTableVersion、DeletePartition/BatchDeletePartition、Del
を使用して、データベースに属するすべてのリソースを削除します。

リクエスト
• CatalogId – カタログ ID 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
データベースが存在するデータカタログの ID。設定しない場合は、AWS アカウント ID がデフォルトで
使用されます。
• Name – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
削除するデータベースの名前。Hive との互換性を保つため、名前はすべて小文字にする必要がありま
す。

応答
• 応答パラメータはありません。

エラー
• EntityNotFoundException
• InvalidInputException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException
• ConcurrentModificationException

GetDatabase アクション (Python: get_database)
指定されたデータベースの定義を取得します。

リクエスト
• CatalogId – カタログ ID 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
データベースが存在するデータカタログの ID。設定しない場合は、AWS アカウント ID がデフォルトで
使用されます。
• Name – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
取得するデータベースの名前。Hive 互換性のために、これはすべて小文字にする必要があります。

応答
• Database – データベース (p. 767) オブジェクト。
データカタログ内の指定されたデータベースの定義。

エラー
• InvalidInputException
• EntityNotFoundException
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• InternalServiceException
• OperationTimeoutException
• GlueEncryptionException

GetDatabases アクション (Python: get_databases)
指定されたデータカタログで定義されているすべてのデータベースを取得します。

リクエスト
• CatalogId – カタログ ID 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
Databases を取得するデータカタログの ID。設定しない場合は、AWS アカウント ID がデフォルトで
使用されます。
• NextToken – UTF-8 文字列。
継続トークン (これが継続呼び出しの場合)。
• MaxResults – 数値 (integer)。1～100。
1 回の応答で返すデータベースの最大数。
• ResourceShareType – UTF-8 文字列 (有効な値: FOREIGN | ALL)。
アカウントと共有しているデータベースを一覧表示するように指定できます。指定できる値
は、FOREIGN または ALL です。
• FOREIGN に設定した場合は、アカウントと共有されているデータベースが一覧表示されます。
• ALL に設定した場合は、アカウントと共有されているデータベースと、ローカルアカウントのデータ
ベースが一覧表示されます。

応答
• DatabaseList – 必須: データベース (p. 767) オブジェクトの配列。
指定されたカタログの Database オブジェクトのリスト。
• NextToken – UTF-8 文字列。
返されたトークンのリストをページ分割するための継続トークン。リストの現在のセグメントが最後の
セグメントではない場合に返されます。

エラー
• InvalidInputException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException
• GlueEncryptionException

テーブル API
テーブル API は、データ型とテーブルに関連する操作について説明しています。

データ型
• Table 構造 (p. 773)
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• TableInput 構造 (p. 774)
• 列の構造 (p. 775)
• StorageDescriptor 構造 (p. 776)
• SchemaReference 構造 (p. 777)
• SerDeInfo 構造 (p. 777)
• Order 構造 (p. 778)
• SkewedInfo 構造 (p. 778)
• TableVersion 構造 (p. 778)
• TableError 構造 (p. 779)
• TableVersionError 構造 (p. 779)
• SortCriterion 構造 (p. 779)
• TableIdentifier 構造 (p. 779)
• KeySchemaElement 構造 (p. 780)
• PartitionIndex 構造 (p. 780)
• PartitionIndexDescriptor 構造 (p. 780)
• BackfillError 構造 (p. 781)

Table 構造
列と行で構成されている関連データのコレクションを表します。

フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
テーブルの名前。Hive 互換性のために、これはすべて小文字であることが必要です。
• DatabaseName – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
テーブルメタデータが存在するデータベースの名前。Hive との互換性を保つため、名前はすべて小文字
にする必要があります。
• Description – 説明文字列、2048 バイト長以下、URI address multi-line string pattern (p. 1036) に一
致。
テーブルの説明。
• Owner – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
テーブルの所有者。
• CreateTime – タイムスタンプ。
データカタログでテーブル定義が作成された時刻。
• UpdateTime – タイムスタンプ。
テーブルが最後に更新された時刻。
• LastAccessTime – タイムスタンプ。
テーブルが最後にアクセスされた時刻。これは通常 HDFS から取得されるため、信頼性が低い場合があ
ります。
• LastAnalyzedTime – タイムスタンプ。
このテーブルの列統計が最後に計算された時刻。
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• Retention – 数値 (整数)、None 以下。
このテーブルの保持時間。
• StorageDescriptor – StorageDescriptor (p. 776) オブジェクト。
このテーブルの物理ストレージに関する情報を含むストレージ記述子。
• PartitionKeys – Column (p. 775) オブジェクトの配列。
テーブルがパーティション分割される列のリスト。パーティションキーとしてプリミティブ型のみがサ
ポートされています。
Amazon Athena によって使用されるテーブルを作成しており、partitionKeys を指定していない場合
は必ず、partitionKeys の値を空のリストに設定する必要があります。例:
"PartitionKeys": []
• ViewOriginalText - UTF-8 文字列。409,600 バイト長以下。
テーブルが表示される場合、表示されるオリジナルテキスト。その他の場合は null。
• ViewExpandedText - UTF-8 文字列。409,600 バイト長以下。
テーブルがビューの場合はビューの拡張テキスト。その他の場合は null。
• TableType - UTF-8 文字列。255 バイト長以下。
このテーブルの種類 (EXTERNAL_TABLE、VIRTUAL_VIEW など)。
• Parameters – キーバリューペアのマップ配列。
各キーはキー文字列。1～255 バイト長。Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
各値は UTF-8 文字列で、512,000 バイト長以下です。
これらのキー/値ペアは、テーブルに関連付けられたプロパティを定義します。
• CreatedBy – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
テーブルを作成した個人または団体。
• IsRegisteredWithLakeFormation – ブール。
テーブルが AWS Lake Formation に登録されているかどうかを示します。
• TargetTable – TableIdentifier (p. 779) オブジェクト。
リソースリンク用のターゲットテーブルを記述する TableIdentifier 構造。
• CatalogId – カタログ ID 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
テーブルデータベースがあるデータカタログの ID。
• VersionId – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
テーブルバージョンの ID。

TableInput 構造
テーブルの定義に使用される構造。

フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
テーブルの名前。Hive との互換性を保つため、これは保存時には小文字で折りた畳まれます。
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• Description – 説明文字列、2048 バイト長以下、URI address multi-line string pattern (p. 1036) に一
致。
テーブルの説明。
• Owner – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
テーブルの所有者。
• LastAccessTime – タイムスタンプ。
テーブルが最後にアクセスされた時刻。
• LastAnalyzedTime – タイムスタンプ。
このテーブルの列統計が最後に計算された時刻。
• Retention – 数値 (整数)、None 以下。
このテーブルの保持時間。
• StorageDescriptor – StorageDescriptor (p. 776) オブジェクト。
このテーブルの物理ストレージに関する情報を含むストレージ記述子。
• PartitionKeys – Column (p. 775) オブジェクトの配列。
テーブルがパーティション分割される列のリスト。パーティションキーとしてプリミティブ型のみがサ
ポートされています。
Amazon Athena によって使用されるテーブルを作成しており、partitionKeys を指定していない場合
は必ず、partitionKeys の値を空のリストに設定する必要があります。例:
"PartitionKeys": []
• ViewOriginalText - UTF-8 文字列。409,600 バイト長以下。
テーブルが表示される場合、表示されるオリジナルテキスト。その他の場合は null。
• ViewExpandedText - UTF-8 文字列。409,600 バイト長以下。
テーブルがビューの場合はビューの拡張テキスト。その他の場合は null。
• TableType - UTF-8 文字列。255 バイト長以下。
このテーブルの種類 (EXTERNAL_TABLE、VIRTUAL_VIEW など)。
• Parameters – キーバリューペアのマップ配列。
各キーはキー文字列。1～255 バイト長。Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
各値は UTF-8 文字列で、512,000 バイト長以下です。
これらのキー/値ペアは、テーブルに関連付けられたプロパティを定義します。
• TargetTable – TableIdentifier (p. 779) オブジェクト。
リソースリンク用のターゲットテーブルを記述する TableIdentifier 構造。

列の構造
Table 内の列。

フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
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Column の名前。
• Type - UTF-8 文字列。131,072 バイト長以下。Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
Column のデータ型。
• Comment - コメント文字列。255 バイト長以下。Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
自由形式のテキストコメント。
• Parameters – キーバリューペアのマップ配列。
各キーはキー文字列。1～255 バイト長。Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
各値は UTF-8 文字列で、512,000 バイト長以下です。
これらのキーバリューペアは、列に関連付けられたプロパティを定義します。

StorageDescriptor 構造
テーブルデータの物理ストレージについて説明します。

フィールド
• Columns – Column (p. 775) オブジェクトの配列。
テーブル内の Columns のリストです。
• Location - 場所文字列。2,056 バイト長以下。URI address multi-line string pattern (p. 1036) に一致。
テーブルの物理的な場所。デフォルトでは、ウェアハウスの場所、その後にウェアハウス内のデータ
ベースの場所、その後にテーブル名が続く形式になります。
• AdditionalLocations – UTF-8 文字列の配列。
Delta テーブルへのパスを指す場所のリスト。
• InputFormat - 書式設定文字列。128 バイト長以下。Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
入力形式: SequenceFileInputFormat (バイナリ)、または TextInputFormat、もしくはカスタム形
式。
• OutputFormat - 書式設定文字列。128 バイト長以下。Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
出力形式: SequenceFileOutputFormat (バイナリ)、または IgnoreKeyTextOutputFormat、もし
くはカスタム形式。
• Compressed – ブール。
テーブルのデータが圧縮されている場合は True、圧縮されていない場合は False。
• NumberOfBuckets – 数値 (整数)。
テーブルにディメンション列が含まれている場合、指定する必要があります。
• SerdeInfo – SerDeInfo (p. 777) オブジェクト。
シリアライズ/デシリアライズ (SerDe) 情報。
• BucketColumns – UTF-8 文字列の配列。
テーブルのリデューサーグループ化列、クラスター列、およびバケット列のリスト。
• SortColumns – Order (p. 778) オブジェクトの配列。
テーブル内の各バケットのソート順を指定するリスト。
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• Parameters – キーバリューペアのマップ配列。
各キーはキー文字列。1～255 バイト長。Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
各値は UTF-8 文字列で、512,000 バイト長以下です。
ユーザーが指定したキーバリュー形式のプロパティ。
• SkewedInfo – SkewedInfo (p. 778) オブジェクト。
列に高い頻度で表示される値 (歪んだ値) に関する情報。
• StoredAsSubDirectories – ブール。
テーブルデータがサブディレクトリに保管されている場合は True、保管されていない場合は False。
• SchemaReference – SchemaReference (p. 777) オブジェクト。
AWS Glue スキーマレジストリに保存されているスキーマを参照するオブジェクト。
テーブルを作成するときにスキーマに空の列リストを渡し、代わりにスキーマリファレンスを使用しま
す。

SchemaReference 構造
AWS Glue スキーマレジストリに保存されているスキーマを参照するオブジェクト。

フィールド
• SchemaId – SchemaId (p. 954) オブジェクト。
スキーマアイデンティティフィールドを含む構造。こちらか SchemaVersionId のいずれかを指定する
必要があります。
• SchemaVersionId – UTF-8 文字列。36 バイト長ちょうど。Custom string pattern #12 (p. 1036) に一
致。
スキーマのバージョンに割り当てられた一意の ID。こちらか SchemaId のいずれかを指定する必要が
あります。
• SchemaVersionNumber – 数値 (long)。1～100000。
スキーマのバージョン番号。

SerDeInfo 構造
エクストラクターおよびローダーとして機能するシリアライズ/デシリアライズプログラム (SerDe) に関す
る情報。

フィールド
• Name – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
SerDe 名。
• SerializationLibrary – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一
致。
通常、SerDe を実装するクラス。例は
org.apache.hadoop.hive.serde2.columnar.ColumnarSerDe です。
• Parameters – キーバリューペアのマップ配列。
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各キーはキー文字列。1～255 バイト長。Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
各値は UTF-8 文字列で、512,000 バイト長以下です。
これらのキーバリューペアは SerDe の初期化パラメータを定義します。

Order 構造
ソートされた列のソート順を指定します。

フィールド
• Column – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
列の名前。
• SortOrder – 必須: 数値 (integer)。1 以下。
列が昇順 (== 1) または降順 (==0) でソートされていることを指定します。

SkewedInfo 構造
テーブルで歪んだ値を指定します。「歪んだ値」とは、非常に高い頻度で発生する値です。

フィールド
• SkewedColumnNames – UTF-8 文字列の配列。
歪んだ値を含む列名のリスト。
• SkewedColumnValues – UTF-8 文字列の配列。
頻繁に出現するため、歪んだとみなされる値のリスト。
• SkewedColumnValueLocationMaps – キーバリューペアのマップ配列。
各キーは UTF-8 文字列。
各値は UTF-8 文字列。
歪んだ値が含まれている列へのマッピング。

TableVersion 構造
テーブルのバージョンを指定します。

フィールド
• Table – テーブル (p. 773) オブジェクト。
該当するテーブル。
• VersionId – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
このテーブルのバージョンを特定する ID 値。VersionId は整数の文字列表現です。各バージョンは 1
ずつ増加します。
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TableError 構造
テーブル操作に対するエラーレコード。

フィールド
• TableName – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
テーブルの名前。Hive 互換性のために、これはすべて小文字であることが必要です。
• ErrorDetail – ErrorDetail (p. 1031) オブジェクト。
エラーに関する詳細。

TableVersionError 構造
テーブルバージョン操作に対するエラーレコード。

フィールド
• TableName – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
該当するテーブルの名前。
• VersionId – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
該当するバージョンの ID 値。VersionID は整数の文字列表現です。各バージョンは 1 ずつ増加しま
す。
• ErrorDetail – ErrorDetail (p. 1031) オブジェクト。
エラーに関する詳細。

SortCriterion 構造
ソート基準となるフィールドとソート順を指定します。

フィールド
• FieldName – Value 文字列、1024 バイト長以下。
ソートするフィールドの名前。
• Sort – UTF-8 文字列 (有効な値: ASC="ASCENDING" | DESC="DESCENDING")。
昇順または降順のソート。

TableIdentifier 構造
リソースリンク用のターゲットテーブルを記述する構造。

フィールド
• CatalogId – カタログ ID 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
テーブルデータベースがあるデータカタログの ID。
• DatabaseName – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
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ターゲットテーブルを含むカタログデータベースの名前。
• Name – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
ターゲットテーブルの名前。

KeySchemaElement 構造
名前とタイプで構成されるパーティションキーペア。

フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
パーティションキーの名前。
• Type – 必須: UTF-8 文字列。131072 バイト長以下。Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
パーティションキーのタイプ。

PartitionIndex 構造
パーティションインデックスの構造。

フィールド
• Keys – 必須: UTF-8 文字列の配列。1 個の以上の文字列。
パーティションインデックスのキー。
• IndexName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
パーティションインデックスの名前。

PartitionIndexDescriptor 構造
テーブル内のパーティションインデックスの記述子。

フィールド
• IndexName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
パーティションインデックスの名前。
• Keys – 必須: KeySchemaElement (p. 780) オブジェクトの配列、少なくとも 1 つの構造体。
KeySchemaElement 構造体としてのパーティションインデックスの 1 つ以上のキーのリスト。
• IndexStatus – 必須: UTF-8 文字列 (有効な値: CREATING | ACTIVE | DELETING | FAILED)。
インデックスパーティションのステータス。
次のようなステータスがあります。
• CREATING: インデックスは作成中です。インデックスが CREATING 状態の場合、インデックスまた
はそのテーブルは削除できません。
• ACTIVE: インデックスの作成に成功しました。
• FAILED: インデックスの作成に失敗しました。
• DELETING: インデックスは、インデックスのリストから削除されます。
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• BackfillErrors – BackfillError (p. 781) オブジェクトの配列。
既存のテーブルのパーティションインデックスを登録するときに発生する可能性があるエラーのリス
ト。

BackfillError 構造
既存のテーブルのパーティションインデックスを登録するときに発生する可能性があるエラーのリスト。
これらのエラーでは、インデックスの登録が失敗した理由の詳細が表示され、応答として限られた数の
パーティションが示されます。これにより、障害が発生したパーティションを修正し、インデックスの登
録を再試行できます。発生する可能性のある最も一般的なエラーのセットは、次のように分類されます。
• EncryptedPartitionError: パーティションが暗号化されています。
• InvalidPartitionTypeDataError: パーティション値がそのパーティション列のデータ型と一致しません。
• MissingPartitionValueError: パーティションが暗号化されています。
• UnsupportedPartitionCharacterError: パーティション値内の文字がサポートされていません。例: U
+0000、U+0001、U+0002。
• InternalError: 他のエラーコードに属さないすべてのエラー。

フィールド
• Code – UTF-8 文字列 (有効な値: ENCRYPTED_PARTITION_ERROR | INTERNAL_ERROR
| INVALID_PARTITION_TYPE_DATA_ERROR | MISSING_PARTITION_VALUE_ERROR |
UNSUPPORTED_PARTITION_CHARACTER_ERROR)。
既存のテーブルのパーティションインデックスを登録するときに発生したエラーのエラーコード。
• Partitions – PartitionValueList (p. 797) オブジェクトの配列。
応答内の限られた数のパーティションのリスト。

操作
• CreateTable アクション (Python: create_table) (p. 782)
• UpdateTable アクション (Python: update_table) (p. 782)
• DeleteTable アクション (Python: delete_table) (p. 783)
• BatchDeleteTable アクション (Python: batch_delete_table) (p. 784)
• GetTable アクション (Python:get_table) (p. 785)
• GetTables アクション (Python: get_tables) (p. 786)
• GetTableVersion アクション (Python: get_table_version) (p. 787)
• GetTableVersions アクション (Python: get_table_versions) (p. 787)
• DeleteTableVersion アクション (Python: delete_table_version) (p. 788)
• BatchDeleteTableVersion アクション (Python: batch_delete_table_version) (p. 789)
• SearchTables アクション (Python: search_tables) (p. 789)
• GetPartitionIndexes アクション (Python: get_partition_indexes) (p. 791)
• CreatePartitionIndex アクション (Python: create_partition_index) (p. 791)
• DeletePartitionIndex アクション (Python: delete_partition_index) (p. 792)
• GetColumnStatisticsForTable アクション (Python: get_column_statistics_for_table) (p. 793)
• UpdateColumnStatisticsForTable アクション (Python: update_column_statistics_for_table) (p. 793)
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• DeleteColumnStatisticsForTable アクション (Python: delete_column_statistics_for_table) (p. 794)

CreateTable アクション (Python: create_table)
データカタログで新しいテーブル定義を作成します。

リクエスト
• CatalogId – カタログ ID 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
Table を作成するデータカタログの ID。提供されない場合は、AWS アカウント ID がデフォルトで使
用されます。
• DatabaseName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
新しいテーブルを作成するカタログデータベース。Hive 互換性のために、この名前はすべて小文字であ
ることが必要です。
• TableInput – 必須: TableInput (p. 774) オブジェクト。
カタログで作成するメタデータテーブルを定義する TableInput オブジェクト。
• PartitionIndexes – PartitionIndex (p. 780) オブジェクトの配列。構造 3 個以下。
テーブル内に作成されるパーティションインデックスのリストである PartitionIndex 構造。
• TransactionId – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Custom string pattern #11 (p. 1036) に一致。
トランザクションの ID。

応答
• 応答パラメータはありません。

エラー
• AlreadyExistsException
• InvalidInputException
• EntityNotFoundException
• ResourceNumberLimitExceededException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException
• GlueEncryptionException
• ConcurrentModificationException
• ResourceNotReadyException

UpdateTable アクション (Python: update_table)
データカタログのメタデータテーブルを更新します。

リクエスト
• CatalogId – カタログ ID 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
テーブルが存在するデータカタログの ID。設定しない場合は、AWS アカウント ID がデフォルトで使用
されます。
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• DatabaseName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
テーブルが存在するカタログデータベースの名前。Hive 互換性のために、この名前はすべて小文字であ
ることが必要です。
• TableInput – 必須: TableInput (p. 774) オブジェクト。
カタログのメタデータテーブルを定義するための、更新された TableInput オブジェクト。
• SkipArchive – ブール。
UpdateTable は、デフォルトでは、更新する前に常にテーブルのアーカイブされたバージョンを作成
します。ただし、skipArchive が true に設定されている場合、UpdateTable ではアーカイブされた
バージョンは作成されません。
• TransactionId – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Custom string pattern #11 (p. 1036) に一致。
テーブルの内容を更新するトランザクション ID。
• VersionId – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
テーブルの内容を更新するバージョン ID。

応答
• 応答パラメータはありません。

エラー
• EntityNotFoundException
• InvalidInputException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException
• ConcurrentModificationException
• ResourceNumberLimitExceededException
• GlueEncryptionException
• ResourceNotReadyException

DeleteTable アクション (Python: delete_table)
データカタログからテーブル定義を削除します。

Note
このオペレーションが完了すると、削除されたテーブルに属するテーブルのバージョンとパー
ティションにはアクセスできなくなります。AWS Glue では、このサービスの裁量により、これ
らの「孤立した」リソースを適時に非同期的に削除します。
すべての関連リソースをすぐに削除するには、DeleteTableVersion または
BatchDeleteTableVersion を使用し、DeletePartition または BatchDeletePartition
を使用して、テーブルに属するすべてのリソースを削除してから、DeleteTable を呼び出しま
す。

リクエスト
• CatalogId – カタログ ID 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
テーブルが存在するデータカタログの ID。設定しない場合は、AWS アカウント ID がデフォルトで使用
されます。
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• DatabaseName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
テーブルが存在するカタログデータベースの名前。Hive 互換性のために、この名前はすべて小文字であ
ることが必要です。
• Name – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
削除するテーブルの名前。Hive 互換性のために、この名前はすべて小文字であることが必要です。
• TransactionId – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Custom string pattern #11 (p. 1036) に一致。
テーブルの内容を更新するトランザクション ID。

応答
• 応答パラメータはありません。

エラー
• EntityNotFoundException
• InvalidInputException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException
• ConcurrentModificationException
• ResourceNotReadyException

BatchDeleteTable アクション (Python: batch_delete_table)
一度に複数のテーブルを削除します。

Note
このオペレーションが完了すると、削除されたテーブルに属するテーブルのバージョンとパー
ティションにはアクセスできなくなります。AWS Glue では、このサービスの裁量により、これ
らの「孤立した」リソースを適時に非同期的に削除します。
すべての関連リソースをすぐに削除するには、DeleteTableVersion または
BatchDeleteTableVersion を使用し、DeletePartition または BatchDeletePartition
を使用して、テーブルに属するすべてのリソースを削除してから、BatchDeleteTable を呼び
出します。

リクエスト
• CatalogId – カタログ ID 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
テーブルが存在するデータカタログの ID。設定しない場合は、AWS アカウント ID がデフォルトで使用
されます。
• DatabaseName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
削除するテーブルが存在するカタログデータベースの名前。Hive 互換性のために、この名前はすべて小
文字であることが必要です。
• TablesToDelete – 必須: UTF-8 文字列の配列。文字列 100 個以下。
削除するテーブルのリスト。
• TransactionId – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Custom string pattern #11 (p. 1036) に一致。
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テーブルの内容を更新するトランザクション ID。

応答
• Errors – TableError (p. 779) オブジェクトの配列。
指定されたテーブルの削除試行中に発生したエラーのリスト。

エラー
• InvalidInputException
• EntityNotFoundException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException
• GlueEncryptionException
• ResourceNotReadyException

GetTable アクション (Python:get_table)
指定されたテーブルのデータカタログ内にある Table 定義を取得します。

リクエスト
• CatalogId – カタログ ID 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
テーブルが存在するデータカタログの ID。設定しない場合は、AWS アカウント ID がデフォルトで使用
されます。
• DatabaseName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
テーブルが存在するカタログのデータベースの名前。Hive 互換性のために、この名前はすべて小文字で
あることが必要です。
• Name – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
定義を取得するテーブルの名前です。Hive 互換性のために、この名前はすべて小文字であることが必要
です。
• TransactionId – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Custom string pattern #11 (p. 1036) に一致。
テーブルの内容を更新するトランザクション ID。
• QueryAsOfTime – タイムスタンプ。
テーブルの内容を読み取る時点の時間。設定されていない場合は、最新のトランザクションコミット時
間が使用されます。TransactionId と一緒に指定することはできません。

応答
• Table – テーブル (p. 773) オブジェクト。
指定したテーブルを定義する Table オブジェクト。

エラー
• EntityNotFoundException
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• InvalidInputException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException
• GlueEncryptionException
• ResourceNotReadyException

GetTables アクション (Python: get_tables)
特定の Database 内の、一部またはすべてのテーブル定義を取得します。

リクエスト
• CatalogId – カタログ ID 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
テーブルが存在するデータカタログの ID。設定しない場合は、AWS アカウント ID がデフォルトで使用
されます。
• DatabaseName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
テーブルをリスト表示するカタログ内のデータベース。Hive 互換性のために、この名前はすべて小文字
であることが必要です。
• Expression - UTF-8 文字列。2,048 バイト長以下。Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
正規表現パターン。存在する場合、パターンに名前が一致するテーブルのみが返されます。
• NextToken – UTF-8 文字列。
継続トークン (これが継続呼び出しの場合)。
• MaxResults – 数値 (integer)。1～100。
1 回の応答で返されるテーブルの最大数。
• TransactionId – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Custom string pattern #11 (p. 1036) に一致。
テーブルの内容を更新するトランザクション ID。
• QueryAsOfTime – タイムスタンプ。
テーブルの内容を読み取る時点の時間。設定されていない場合は、最新のトランザクションコミット時
間が使用されます。TransactionId と一緒に指定することはできません。

応答
• TableList – テーブル (p. 773) オブジェクトの配列。
リクエストされた Table オブジェクトのリスト。
• NextToken – UTF-8 文字列。
継続トークン (現在のリストセグメントが最後ではない場合に存在)。

エラー
• EntityNotFoundException
• InvalidInputException
• OperationTimeoutException
• InternalServiceException
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• GlueEncryptionException

GetTableVersion アクション (Python: get_table_version)
テーブルの指定されたバージョンを取得します。

リクエスト
• CatalogId – カタログ ID 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
テーブルが存在するデータカタログの ID。設定しない場合は、AWS アカウント ID がデフォルトで使用
されます。
• DatabaseName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
テーブルが存在するカタログのデータベース。Hive 互換性のために、この名前はすべて小文字であるこ
とが必要です。
• TableName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
テーブルの名前。Hive 互換性のために、この名前はすべて小文字であることが必要です。
• VersionId – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
取得するテーブルバージョンの ID 値。VersionID は整数の文字列表現です。各バージョンは 1 ずつ増
加します。

応答
• TableVersion – TableVersion (p. 778) オブジェクト。
リクエストされたテーブルのバージョン。

エラー
• EntityNotFoundException
• InvalidInputException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException
• GlueEncryptionException

GetTableVersions アクション (Python: get_table_versions)
指定したテーブルで使用可能なバージョンを指定する文字列のリストを取得します。

リクエスト
• CatalogId – カタログ ID 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
テーブルが存在するデータカタログの ID。設定しない場合は、AWS アカウント ID がデフォルトで使用
されます。
• DatabaseName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
テーブルが存在するカタログのデータベース。Hive 互換性のために、この名前はすべて小文字であるこ
とが必要です。
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• TableName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
テーブルの名前。Hive 互換性のために、この名前はすべて小文字であることが必要です。
• NextToken – UTF-8 文字列。
継続トークン (これが最初の呼び出しでない場合)。
• MaxResults – 数値 (integer)。1～100。
1 回の応答で返すテーブルバージョンの最大数。

応答
• TableVersions – TableVersion (p. 778) オブジェクトの配列。
指定したテーブルの使用可能なバージョンを指定する文字列のリスト。
• NextToken – UTF-8 文字列。
継続トークン (使用可能なバージョンのリストに最後のバージョンが含まれていない場合)。

エラー
• EntityNotFoundException
• InvalidInputException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException
• GlueEncryptionException

DeleteTableVersion アクション (Python: delete_table_version)
テーブルの指定されたバージョンを削除します。

リクエスト
• CatalogId – カタログ ID 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
テーブルが存在するデータカタログの ID。設定しない場合は、AWS アカウント ID がデフォルトで使用
されます。
• DatabaseName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
テーブルが存在するカタログのデータベース。Hive 互換性のために、この名前はすべて小文字であるこ
とが必要です。
• TableName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
テーブルの名前。Hive 互換性のために、この名前はすべて小文字であることが必要です。
• VersionId – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
削除するテーブルバージョンの ID。VersionID は整数の文字列表現です。各バージョンは 1 ずつ増加
します。

応答
• 応答パラメータはありません。
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エラー
• EntityNotFoundException
• InvalidInputException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException

BatchDeleteTableVersion アクション (Python:
batch_delete_table_version)
テーブルの指定されたバージョンのバッチを削除します。

リクエスト
• CatalogId – カタログ ID 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
テーブルが存在するデータカタログの ID。設定しない場合は、AWS アカウント ID がデフォルトで使用
されます。
• DatabaseName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
テーブルが存在するカタログのデータベース。Hive 互換性のために、この名前はすべて小文字であるこ
とが必要です。
• TableName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
テーブルの名前。Hive 互換性のために、この名前はすべて小文字であることが必要です。
• VersionIds – 必須: UTF-8 文字列の配列。文字列 100 個以下。
削除するバージョンの ID リスト。VersionId は整数の文字列表現です。各バージョンは 1 ずつ増加し
ます。

応答
• Errors – TableVersionError (p. 779) オブジェクトの配列。
指定されたテーブルバージョンを削除しようとしているときに発生したエラーのリスト。

エラー
• EntityNotFoundException
• InvalidInputException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException

SearchTables アクション (Python: search_tables)
テーブルメタデータのプロパティと親データベースに基づいて一連のテーブルを検索します。テキストま
たはフィルタ条件で検索できます。
Lake Formation に定義されているセキュリティポリシーに基づいて、アクセスできるテーブルのみを取得
できます。テーブルが返されるようにするには、少なくともテーブルへの読み取り専用アクセスが必要で
す。テーブル内の一部の列にアクセスできない場合、テーブルのリストが返されるときに、これらの列は
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検索されません。列にはアクセスできても、これら列内のデータにアクセスできない場合は、これらの列
とこれらの列に関連付けられたメタデータが検索に含まれます。

リクエスト
• CatalogId – カタログ ID 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
一意の識別子 (account_id で構成)。
• NextToken – UTF-8 文字列。
継続トークン (これが継続呼び出しの場合)。
• Filters – PropertyPredicate (p. 1031) オブジェクトの配列。
キーバリューペアのリスト、および検索結果のフィルタリングに使用する比較演算子。述語に一致する
すべてのエンティティを返します。
PropertyPredicate 構造体の Comparator メンバーは時間フィールドにのみ使用され、他の
フィールドタイプでは省略できます。また、Key=Name など文字列値を比較する場合、ファジーマッ
チアルゴリズムが使用されます。Key フィールド (例えば、Name フィールドの値) は、特定の句読
点文字 (-、:、# など) でトークンに分割されます。次に、各トークンは PropertyPredicate の
Value メンバーとエグザクトマッチで比較されます。例えば、Key=Name および Value=link の場
合、customer-link や xx-link-yy という名前のテーブルは返されますが、xxlinkyy の場合は返
されません。
• SearchText – Value 文字列、1024 バイト長以下。
テキスト検索に使用する文字列。
値を引用符で囲んで指定すると、値との完全一致に基づいてフィルタリングされます。
• SortCriteria – SortCriterion (p. 779) オブジェクトの配列。構造 1 個以下。
結果をフィールド名で昇順または降順でソートするための条件のリスト。
• MaxResults – 1～1000 の数値 (整数)。
1 回の応答で返されるテーブルの最大数。
• ResourceShareType – UTF-8 文字列 (有効な値: FOREIGN | ALL)。
アカウントと共有されているテーブルを検索するように指定できます。指定できる値は、FOREIGN また
は ALL です。
• FOREIGN に設定されている場合、アカウントと共有されているテーブルが検索されます。
• ALL に設定されている場合、アカウントと共有されているテーブルとローカルアカウントのテーブル
が検索されます。

応答
• NextToken – UTF-8 文字列。
継続トークン (現在のリストセグメントが最後ではない場合に存在)。
• TableList – テーブル (p. 773) オブジェクトの配列。
リクエストされた Table オブジェクトのリスト。SearchTables レスポンスは、ユーザーがアクセス
できるテーブルのみを返します。

エラー
• InternalServiceException
790

AWS Glue デベロッパーガイド
テーブル

• InvalidInputException
• OperationTimeoutException

GetPartitionIndexes アクション (Python: get_partition_indexes)
テーブルに関連付けられたパーティションインデックスを取得します。

リクエスト
• CatalogId – カタログ ID 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
テーブルが存在するカタログの ID。
• DatabaseName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
パーティションインデックスを取得するデータベースの名前を指定します。
• TableName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
パーティションインデックスを取得するテーブルの名前を指定します。
• NextToken – UTF-8 文字列。
継続トークン (これが継続呼び出しの場合)。

応答
• PartitionIndexDescriptorList – PartitionIndexDescriptor (p. 780) オブジェクトの配列。
インデックス記述子のリスト。
• NextToken – UTF-8 文字列。
継続トークン (現在のリストセグメントが最後ではない場合に存在)。

エラー
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException
• InvalidInputException
• EntityNotFoundException
• ConflictException

CreatePartitionIndex アクション (Python: create_partition_index)
既存のテーブルに指定されたパーティションインデックスを作成します。

リクエスト
• CatalogId – カタログ ID 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
テーブルが存在するカタログの ID。
• DatabaseName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
パーティションインデックスを作成するデータベースの名前を指定します。
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• TableName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
パーティションインデックスを作成するテーブルの名前を指定します。
• PartitionIndex – 必須: PartitionIndex (p. 780) オブジェクト。
PartitionIndex 構造を指定して、既存のテーブルにパーティションインデックスを作成します。

応答
• 応答パラメータはありません。

エラー
• AlreadyExistsException
• InvalidInputException
• EntityNotFoundException
• ResourceNumberLimitExceededException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException
• GlueEncryptionException

DeletePartitionIndex アクション (Python: delete_partition_index)
既存のテーブルから指定されたパーティションインデックスを削除します。

リクエスト
• CatalogId – カタログ ID 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
テーブルが存在するカタログの ID。
• DatabaseName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
パーティションインデックスを削除するデータベースの名前を指定します。
• TableName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
パーティションインデックスを削除するテーブルの名前を指定します。
• IndexName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
削除するパーティションインデックスの名前。

応答
• 応答パラメータはありません。

エラー
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException
• InvalidInputException
• EntityNotFoundException
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• ConflictException
• GlueEncryptionException

GetColumnStatisticsForTable アクション (Python:
get_column_statistics_for_table)
列のテーブル統計を取得します。
このオペレーションに必要な Identity and Access Management (IAM) アクセス許可は GetTable です。

リクエスト
• CatalogId – カタログ ID 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
該当するパーティションが存在するデータカタログの ID。提供されない場合は、AWS アカウント ID が
デフォルトで使用されます。
• DatabaseName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
パーティションが存在するカタログデータベースの名前。
• TableName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
パーティションのテーブルの名前。
• ColumnNames – 必須: UTF-8 文字列の配列。文字列 100 個以下。
列名のリスト。

応答
• ColumnStatisticsList – ColumnStatistics (p. 1032) オブジェクトの配列。
取得に失敗した ColumnStatistics のリスト。
• Errors – ColumnError (p. 1032) オブジェクトの配列。
取得に失敗した ColumnStatistics のリスト。

エラー
• EntityNotFoundException
• InvalidInputException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException
• GlueEncryptionException

UpdateColumnStatisticsForTable アクション (Python:
update_column_statistics_for_table)
列のテーブル統計を作成または更新します。
このオペレーションに必要な Identity and Access Management (IAM) アクセス許可は UpdateTable で
す。
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リクエスト
• CatalogId – カタログ ID 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
該当するパーティションが存在するデータカタログの ID。提供されない場合は、AWS アカウント ID が
デフォルトで使用されます。
• DatabaseName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
パーティションが存在するカタログデータベースの名前。
• TableName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
パーティションのテーブルの名前。
• ColumnStatisticsList – 必須: ColumnStatistics (p. 1032) オブジェクトの配列。構造 25 個以下。
列の統計のリスト。

応答
• Errors – ColumnStatisticsError (p. 1032) オブジェクトの配列。
ColumnStatisticsErrors のリスト。

エラー
• EntityNotFoundException
• InvalidInputException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException
• GlueEncryptionException

DeleteColumnStatisticsForTable アクション (Python:
delete_column_statistics_for_table)
列のテーブル統計を取得します。
このオペレーションに必要な Identity and Access Management (IAM) アクセス許可は DeleteTable で
す。

リクエスト
• CatalogId – カタログ ID 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
該当するパーティションが存在するデータカタログの ID。提供されない場合は、AWS アカウント ID が
デフォルトで使用されます。
• DatabaseName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
パーティションが存在するカタログデータベースの名前。
• TableName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
パーティションのテーブルの名前。
• ColumnName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
列の名前。
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応答
• 応答パラメータはありません。

エラー
• EntityNotFoundException
• InvalidInputException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException
• GlueEncryptionException

パーティション API
Partition API では、パーティションを使用するためのデータ型とオペレーションについて説明します。

データ型
• パーティションの構造 (p. 795)
• PartitionInput の構造 (p. 796)
• PartitionSpecWithSharedStorageDescriptor 構造 (p. 796)
• PartitionListComposingSpec 構造 (p. 797)
• PartitionSpecProxy 構造 (p. 797)
• PartitionValueList 構造 (p. 797)
• セグメント構造 (p. 797)
• PartitionError 構造 (p. 798)
• BatchUpdatePartitionFailureEntry 構造 (p. 798)
• BatchUpdatePartitionRequestEntry 構造 (p. 798)

パーティションの構造
テーブルデータのスライスを表します。

フィールド
• Values – UTF-8 文字列の配列。
パーティションの値。
• DatabaseName – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
パーティションを作成するカタログデータベースの名前。
• TableName – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
パーティションを作成するデータベーステーブルの名前。
• CreationTime – タイムスタンプ。
パーティションが作成された時刻。
• LastAccessTime – タイムスタンプ。
パーティションが最後にアクセスされた時刻。
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• StorageDescriptor – StorageDescriptor (p. 776) オブジェクト。
パーティションが格納されている物理的な場所に関する情報を提供します。
• Parameters – キーバリューペアのマップ配列。
各キーはキー文字列。1～255 バイト長。Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
各値は UTF-8 文字列で、512,000 バイト長以下です。
これらのキー/値ペアはパーティションパラメータを定義します。
• LastAnalyzedTime – タイムスタンプ。
このパーティションの列統計が最後に計算された時刻。
• CatalogId – カタログ ID 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
パーティションがある Data Catalog の ID。

PartitionInput の構造
パーティションの作成と更新に使用される構造。

フィールド
• Values – UTF-8 文字列の配列。
パーティションの値。SDK ではこのパラメータは必要ありませんが、有効な入力としてこのパラメータ
を指定する必要があります。
新しいパーティションのキーの値は、文字列オブジェクトの配列として渡す必要があります。この配列
は、Amazon S3 プレフィックスに表示されるパーティションキーと同じ順序で順序付けする必要があり
ます。そうしないと、AWS Glue では、間違ったキーに値が追加されます。
• LastAccessTime – タイムスタンプ。
パーティションが最後にアクセスされた時刻。
• StorageDescriptor – StorageDescriptor (p. 776) オブジェクト。
パーティションが格納されている物理的な場所に関する情報を提供します。
• Parameters – キーバリューペアのマップ配列。
各キーはキー文字列。1～255 バイト長。Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
各値は UTF-8 文字列で、512,000 バイト長以下です。
これらのキー/値ペアはパーティションパラメータを定義します。
• LastAnalyzedTime – タイムスタンプ。
このパーティションの列統計が最後に計算された時刻。

PartitionSpecWithSharedStorageDescriptor 構造
物理的な場所を共有するパーティションのパーティション仕様。

フィールド
• StorageDescriptor – StorageDescriptor (p. 776) オブジェクト。
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共有物理ストレージ情報。
• Partitions – パーティション (p. 795) オブジェクトの配列。
この物理的な場所を共有するパーティションのリスト。

PartitionListComposingSpec 構造
関連するパーティションを一覧表示します。

フィールド
• Partitions – パーティション (p. 795) オブジェクトの配列。
構成仕様のパーティションのリスト。

PartitionSpecProxy 構造
指定されたパーティションへのルートパスを提供します。

フィールド
• DatabaseName – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
パーティションが存在するカタログデータベース。
• TableName – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
パーティションを含むテーブルの名前。
• RootPath – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
パーティションをアドレス指定するためのプロキシのルートパス。
• PartitionSpecWithSharedSD – PartitionSpecWithSharedStorageDescriptor (p. 796) オブジェク
ト。
同じ物理ストレージの場所を共有するパーティションの仕様。
• PartitionListComposingSpec – PartitionListComposingSpec (p. 797) オブジェクト。
パーティションのリストを指定します。

PartitionValueList 構造
パーティションを定義する値のリストが含まれています。

フィールド
• Values – 必須: UTF-8 文字列の配列。
値のリスト。

セグメント構造
テーブルのパーティションの重複しないリージョンを定義し、複数のリクエストを並行して実行できるよ
うにします。
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フィールド
• SegmentNumber – 必須: 数値 (integer)。None 以下。
セグメントのゼロベースのインデックス番号。たとえば、セグメントの合計数が 4 の場合、
SegmentNumber 値の範囲は 0～3 です。
• TotalSegments – 必須: 数値 (整数)。1 ～ 10。
セグメントの合計数。

PartitionError 構造
パーティションのエラーに関する情報が含まれます。

フィールド
• PartitionValues – UTF-8 文字列の配列。
パーティションを定義する値。
• ErrorDetail – ErrorDetail (p. 1031) オブジェクト。
パーティションエラーの詳細。

BatchUpdatePartitionFailureEntry 構造
バッチ更新パーティションエラーに関する情報が含まれます。

フィールド
• PartitionValueList - UTF-8 文字列の配列、文字列 100 個以下。
パーティションを定義する値のリスト。
• ErrorDetail – ErrorDetail (p. 1031) オブジェクト。
バッチ更新パーティションエラーの詳細。

BatchUpdatePartitionRequestEntry 構造
パーティションの更新に使用される値と構造体を含む構造体。

フィールド
• PartitionValueList – 必須: UTF-8 文字列の配列。文字列 100 個以下。
パーティションを定義する値のリスト。
• PartitionInput – 必須: PartitionInput (p. 796) オブジェクト。
パーティションの更新に使用される構造体。

操作
• CreatePartition アクション (Python: create_partition) (p. 799)
• BatchCreatePartition アクション (Python: batch_create_partition) (p. 799)
798

AWS Glue デベロッパーガイド
パーティション

• UpdatePartition アクション (Python: update_partition) (p. 800)
• DeletePartition アクション (Python: delete_partition) (p. 801)
• BatchDeletePartition アクション (Python: batch_delete_partition) (p. 801)
• GetPartition アクション (Python: get_partition) (p. 802)
• GetPartitions アクション (Python: get_partitions) (p. 803)
• BatchGetPartition アクション (Python: batch_get_partition) (p. 806)
• BatchUpdatePartition アクション (Python: batch_update_partition) (p. 807)
• GetColumnStatisticsForPartition アクション (Python: get_column_statistics_for_partition) (p. 807)
• UpdateColumnStatisticsForPartition アクション (Python:
update_column_statistics_for_partition) (p. 808)
• DeleteColumnStatisticsForPartition アクション (Python: delete_column_statistics_for_partition) (p. 809)

CreatePartition アクション (Python: create_partition)
新しいパーティションを作成します。

リクエスト
• CatalogId – カタログ ID 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
パーティションを作成するカタログの AWS アカウント ID。
• DatabaseName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
パーティションが作成されるメタデータデータベースの名前。
• TableName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
パーティションが作成されるメタデータテーブルの名前。
• PartitionInput – 必須: PartitionInput (p. 796) オブジェクト。
作成されるパーティションを定義する PartitionInput 構造。

応答
• 応答パラメータはありません。

エラー
• InvalidInputException
• AlreadyExistsException
• ResourceNumberLimitExceededException
• InternalServiceException
• EntityNotFoundException
• OperationTimeoutException
• GlueEncryptionException

BatchCreatePartition アクション (Python: batch_create_partition)
バッチオペレーションで 1 つ以上のパーティションを作成します。
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リクエスト
• CatalogId – カタログ ID 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
パーティションを作成するカタログの ID。現在、これは AWS アカウント ID である必要があります。
• DatabaseName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
パーティションが作成されるメタデータデータベースの名前。
• TableName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
パーティションが作成されるメタデータテーブルの名前。
• PartitionInputList – 必須: PartitionInput (p. 796) オブジェクトの配列。構造 100 個以下。
作成されるパーティションを定義する PartitionInput 構造のリスト。

応答
• Errors – PartitionError (p. 798) オブジェクトの配列。
リクエストされたパーティションを作成しようとしたときにエラーが発生しました。

エラー
• InvalidInputException
• AlreadyExistsException
• ResourceNumberLimitExceededException
• InternalServiceException
• EntityNotFoundException
• OperationTimeoutException
• GlueEncryptionException

UpdatePartition アクション (Python: update_partition)
パーティションを更新します。

リクエスト
• CatalogId – カタログ ID 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
更新されるパーティションが存在するデータカタログの ID。設定しない場合は、AWS アカウント ID が
デフォルトで使用されます。
• DatabaseName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
該当する表が存在するカタログデータベースの名前。
• TableName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
更新するパーティションが存在するテーブルの名前。
• PartitionValueList – 必須: UTF-8 文字列の配列。文字列 100 個以下。
更新するパーティションを定義するパーティションキー値のリスト。
• PartitionInput – 必須: PartitionInput (p. 796) オブジェクト。
パーティションを更新する新しいパーティションオブジェクト。
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Values プロパティは変更できません。パーティションのパーティションキー値を変更する場合は、
パーティションを削除して再作成します。

応答
• 応答パラメータはありません。

エラー
• EntityNotFoundException
• InvalidInputException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException
• GlueEncryptionException

DeletePartition アクション (Python: delete_partition)
指定したパーティションを削除します。

リクエスト
• CatalogId – カタログ ID 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
削除されるパーティションが存在するデータカタログの ID。設定しない場合は、AWS アカウント ID が
デフォルトで使用されます。
• DatabaseName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
該当する表が存在するカタログデータベースの名前。
• TableName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
削除するパーティションを含むテーブルの名前。
• PartitionValues – 必須: UTF-8 文字列の配列。
パーティションを定義する値。

応答
• 応答パラメータはありません。

エラー
• EntityNotFoundException
• InvalidInputException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException

BatchDeletePartition アクション (Python: batch_delete_partition)
バッチオペレーションで 1 つ以上のパーティションを削除します。
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リクエスト
• CatalogId – カタログ ID 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
削除されるパーティションが存在するデータカタログの ID。設定しない場合は、AWS アカウント ID が
デフォルトで使用されます。
• DatabaseName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
該当する表が存在するカタログデータベースの名前。
• TableName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
削除するパーティションを含むテーブルの名前。
• PartitionsToDelete – 必須: PartitionValueList (p. 797) オブジェクトの配列。構造 25 個以下。
削除されるパーティションを定義する PartitionInput 構造のリスト。

応答
• Errors – PartitionError (p. 798) オブジェクトの配列。
リクエストされたパーティションを削除しようとしたときにエラーが発生しました。

エラー
• InvalidInputException
• EntityNotFoundException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException

GetPartition アクション (Python: get_partition)
指定したパーティションに関する情報を取得します。

リクエスト
• CatalogId – カタログ ID 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
対象のパーティションが存在する Data Catalog の ID。設定しない場合は、AWS アカウント ID がデ
フォルトで使用されます。
• DatabaseName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
パーティションが存在するカタログデータベースの名前。
• TableName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
パーティションのテーブルの名前。
• PartitionValues – 必須: UTF-8 文字列の配列。
パーティションを定義する値。

応答
• Partition – パーティション (p. 795) オブジェクト。
Partition オブジェクトの形式で、リクエストされた情報。
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エラー
• EntityNotFoundException
• InvalidInputException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException
• GlueEncryptionException

GetPartitions アクション (Python: get_partitions)
テーブルのパーティションについての情報を取得します。

リクエスト
• CatalogId – カタログ ID 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
該当するパーティションが存在するデータカタログの ID。設定しない場合は、AWS アカウント ID がデ
フォルトで使用されます。
• DatabaseName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
パーティションが存在するカタログデータベースの名前。
• TableName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
パーティションのテーブルの名前。
• Expression – 述語文字列、2048 バイト長以下、URI address multi-line string pattern (p. 1036) に一
致。
返されるパーティションをフィルタリングする式。
この式では、SQL WHERE フィルタ句と似た SQL 構文を使用します。SQL ステートメントパーサー
JSQLParser が式を解析します。
演算子: Expression API 呼び出しで使用できる演算子を以下に示します。
=
2 つのオペランドの値が等しいかどうかを確認します。「はい」の場合、条件は true です。
例: 「変数 a」が 10、「変数 b」が 20 とします。
(a = b) は true ではありません。
<>
2 つのオペランドの値が等しいかどうかを確認します。値が等しくない場合、条件は true です。
例: (a < > b) は true です。
>
左のオペランドの値が右のオペランドの値よりも大きいかどうかを確認します。「はい」の場合、
条件は true です。
例: (a > b) は true ではありません。
<
左のオペランドの値が右のオペランドの値よりも小さいかどうかを確認します。「はい」の場合、
条件は true です。
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例: (a < b) は true です。
>=
左のオペランドの値が右のオペランドの値以上かどうかを確認します。「はい」の場合、条件は
true です。
例: (a >= b) は true ではありません。
<=
左のオペランドの値が右のオペランドの値以下かどうかを確認します。「はい」の場合、条件は
true です。
例: (a <= b) は true です。
AND、OR、IN、BETWEEN、LIKE、NOT、IS NULL
論理演算子。
サポートされているパーティションキーの型: サポートされているパーティションキーを以下に示しま
す。
• string
• date
• timestamp
• int
• bigint
• long
• tinyint
• smallint
• decimal
無効なタイプが存在した場合は、例外が発生します。
各タイプの有効な演算子のリストを次に示します。クローラを定義する場合、partitionKey タイプは
カタログパーティションとの互換性を確保するため STRING として作成されます。
サンプル API コール:

Example
このテーブル twitter_partition には 3 つのパーティションがあります。
year = 2015
year = 2016
year = 2017

Example
パーティション year を 2015 と等しくする
aws glue get-partitions --database-name dbname --table-name twitter_partition
--expression "year*=*'2015'"

Example
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aws glue get-partitions --database-name dbname --table-name twitter_partition
--expression "year>'2016' AND year<'2018'"

Example
パーティション year を 2015-2018 (これらの値を含む) にする 次の API コールは、相互に等しくなり
ます。
aws glue get-partitions --database-name dbname --table-name twitter_partition
--expression "year>='2015' AND year<='2018'"
aws glue get-partitions --database-name dbname --table-name twitter_partition
--expression "year BETWEEN 2015 AND 2018"
aws glue get-partitions --database-name dbname --table-name twitter_partition
--expression "year IN (2015,2016,2017,2018)"

Example
ワイルドカードパーティションフィルタ。次のコール出力がパーティション year=2017 になります。正
規表現は LIKE ではサポートされません。
aws glue get-partitions --database-name dbname --table-name twitter_partition
--expression "year LIKE '%7'"

• NextToken – UTF-8 文字列。
これらのパーティションを取得する最初の呼び出しでない場合は、継続トークン。
• Segment – Segment (p. 797) オブジェクト。
このリクエストでスキャンするテーブルのパーティションのセグメント。
• MaxResults – 1～1000 の数値 (整数)。
1 回の応答で返されるパーティションの最大数。
• ExcludeColumnSchema – ブール。
true の場合、パーティション列スキーマを返さないことを指定します。パーティション値や場所など、
他のパーティション属性にのみ関心がある場合に便利です。この方法では、重複データを返さないこと
で、大きな応答の問題を回避できます。
• TransactionId – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Custom string pattern #11 (p. 1036) に一致。
テーブルの内容を更新するトランザクション ID。
• QueryAsOfTime – タイムスタンプ。
パーティションの内容を読み取る時点の時間。設定されていない場合は、最新のトランザクションコ
ミット時間が使用されます。TransactionId と一緒に指定することはできません。

応答
• Partitions – パーティション (p. 795) オブジェクトの配列。
リクエストされたパーティションのリスト。
• NextToken – UTF-8 文字列。
継続トークン (戻されたパーティションのリストに最後のパーティションが含まれていない場合)。
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エラー
• EntityNotFoundException
• InvalidInputException
• OperationTimeoutException
• InternalServiceException
• GlueEncryptionException
• InvalidStateException
• ResourceNotReadyException

BatchGetPartition アクション (Python: batch_get_partition)
バッチリクエストのパーティションを取得します。

リクエスト
• CatalogId – カタログ ID 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
該当するパーティションが存在するデータカタログの ID。提供されない場合は、AWS アカウント ID が
デフォルトで使用されます。
• DatabaseName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
パーティションが存在するカタログデータベースの名前。
• TableName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
パーティションのテーブルの名前。
• PartitionsToGet – 必須: PartitionValueList (p. 797) オブジェクトの配列。構造 1000 個以下。
取得するパーティションを識別するパーティション値のリスト。

応答
• Partitions – パーティション (p. 795) オブジェクトの配列。
リクエストされたパーティションのリスト。
• UnprocessedKeys – PartitionValueList (p. 797) オブジェクトの配列。構造 1000 個以下。
パーティションが返されなかったリクエスト内のパーティション値のリスト。

エラー
• InvalidInputException
• EntityNotFoundException
• OperationTimeoutException
• InternalServiceException
• GlueEncryptionException
• InvalidStateException
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BatchUpdatePartition アクション (Python:
batch_update_partition)
バッチ操作で 1 つ以上のパーティションを更新します。

リクエスト
• CatalogId – カタログ ID 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
パーティションを更新するカタログの ID。現在、これは AWS アカウント ID である必要があります。
• DatabaseName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
パーティションが更新されるメタデータデータベースの名前。
• TableName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
パーティションが更新されるメタデータテーブルの名前。
• Entries – 必須: BatchUpdatePartitionRequestEntry (p. 798) オブジェクトの配列。1～100 個の構
造。
更新する最大 100 個の BatchUpdatePartitionRequestEntry オブジェクトのリスト。

応答
• Errors – BatchUpdatePartitionFailureEntry (p. 798) オブジェクトの配列。
リクエストされたパーティションを更新しようとしたときにエラーが発生しまし
た。BatchUpdatePartitionFailureEntry オブジェクトのリスト。

エラー
• InvalidInputException
• EntityNotFoundException
• OperationTimeoutException
• InternalServiceException
• GlueEncryptionException

GetColumnStatisticsForPartition アクション (Python:
get_column_statistics_for_partition)
列のパーティション統計を取得します。
このオペレーションに必要な Identity and Access Management (IAM) アクセス許可は GetPartition で
す。

リクエスト
• CatalogId – カタログ ID 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
該当するパーティションが存在するデータカタログの ID。提供されない場合は、AWS アカウント ID が
デフォルトで使用されます。
• DatabaseName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
パーティションが存在するカタログデータベースの名前。
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• TableName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
パーティションのテーブルの名前。
• PartitionValues – 必須: UTF-8 文字列の配列。
パーティションを識別するパーティション値のリスト。
• ColumnNames – 必須: UTF-8 文字列の配列。文字列 100 個以下。
列名のリスト。

応答
• ColumnStatisticsList – ColumnStatistics (p. 1032) オブジェクトの配列。
取得に失敗した ColumnStatistics のリスト。
• Errors – ColumnError (p. 1032) オブジェクトの配列。
列の統計データの取得中にエラーが発生しました。

エラー
• EntityNotFoundException
• InvalidInputException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException
• GlueEncryptionException

UpdateColumnStatisticsForPartition アクション (Python:
update_column_statistics_for_partition)
カラムのパーティション統計を作成または更新します。
このオペレーションに必要な Identity and Access Management (IAM) アクセス許可は UpdatePartition
です。

リクエスト
• CatalogId – カタログ ID 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
該当するパーティションが存在するデータカタログの ID。提供されない場合は、AWS アカウント ID が
デフォルトで使用されます。
• DatabaseName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
パーティションが存在するカタログデータベースの名前。
• TableName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
パーティションのテーブルの名前。
• PartitionValues – 必須: UTF-8 文字列の配列。
パーティションを識別するパーティション値のリスト。
• ColumnStatisticsList – 必須: ColumnStatistics (p. 1032) オブジェクトの配列。構造 25 個以下。
列の統計のリスト。
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応答
• Errors – ColumnStatisticsError (p. 1032) オブジェクトの配列。
列の統計データの更新中にエラーが発生しました。

エラー
• EntityNotFoundException
• InvalidInputException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException
• GlueEncryptionException

DeleteColumnStatisticsForPartition アクション (Python:
delete_column_statistics_for_partition)
列のパーティション列統計を削除します。
このオペレーションに必要な Identity and Access Management (IAM) アクセス許可は DeletePartition
です。

リクエスト
• CatalogId – カタログ ID 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
該当するパーティションが存在するデータカタログの ID。提供されない場合は、AWS アカウント ID が
デフォルトで使用されます。
• DatabaseName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
パーティションが存在するカタログデータベースの名前。
• TableName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
パーティションのテーブルの名前。
• PartitionValues – 必須: UTF-8 文字列の配列。
パーティションを識別するパーティション値のリスト。
• ColumnName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
列の名前。

応答
• 応答パラメータはありません。

エラー
• EntityNotFoundException
• InvalidInputException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException
• GlueEncryptionException
809

AWS Glue デベロッパーガイド
接続

接続 API
接続 API では、AWS Glue 接続データ型と、接続を作成、削除、更新、および一覧表示するための API に
ついて説明します。

データ型
• Connection 構造 (p. 810)
• ConnectionInput の構造 (p. 812)
• PhysicalConnectionRequirements の構造 (p. 813)
• GetConnectionsFilter の構造 (p. 814)

Connection 構造
データソースへの接続を定義します。

フィールド
• Name – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
接続定義の名前。
• Description – 説明文字列、2048 バイト長以下、URI address multi-line string pattern (p. 1036) に一
致。
接続の説明。
• ConnectionType – UTF-8 文字列 (有効な値: JDBC | SFTP | MONGODB | KAFKA | NETWORK |
MARKETPLACE | CUSTOM)。
接続のタイプ。現在、SFTP はサポートされていません。
• MatchCriteria - UTF-8 文字列の配列。文字列 10 個以下。
この接続を選択する際に使用可能な条件のリスト。
• ConnectionProperties – キーと値のペアのマップ配列。100 ペア以下。
各キーは UTF-8 文字列です。 (有効な値: HOST | PORT | USERNAME="USER_NAME" | PASSWORD
| ENCRYPTED_PASSWORD | JDBC_DRIVER_JAR_URI | JDBC_DRIVER_CLASS_NAME
| JDBC_ENGINE | JDBC_ENGINE_VERSION | CONFIG_FILES | INSTANCE_ID
| JDBC_CONNECTION_URL | JDBC_ENFORCE_SSL | CUSTOM_JDBC_CERT |
SKIP_CUSTOM_JDBC_CERT_VALIDATION | CUSTOM_JDBC_CERT_STRING | CONNECTION_URL
| KAFKA_BOOTSTRAP_SERVERS | KAFKA_SSL_ENABLED | KAFKA_CUSTOM_CERT
| KAFKA_SKIP_CUSTOM_CERT_VALIDATION | KAFKA_CLIENT_KEYSTORE |
KAFKA_CLIENT_KEYSTORE_PASSWORD | KAFKA_CLIENT_KEY_PASSWORD |
ENCRYPTED_KAFKA_CLIENT_KEYSTORE_PASSWORD | ENCRYPTED_KAFKA_CLIENT_KEY_PASSWORD
| KAFKA_SASL_MECHANISM | AUTHENTICATION_SECRET_ARN | KAFKA_SASL_SCRAM_USERNAME
| KAFKA_SASL_SCRAM_PASSWORD | ENCRYPTED_KAFKA_SASL_SCRAM_PASSWORD
| KAFKA_SASL_GSSAPI_KEYTAB | KAFKA_SASL_GSSAPI_KRB5_CONF |
KAFKA_SASL_GSSAPI_SERVICE | KAFKA_SASL_GSSAPI_PRINCIPAL | SECRET_ID |
CONNECTOR_URL | CONNECTOR_TYPE | CONNECTOR_CLASS_NAME )
各値は Value 文字列で、1,024 バイト長以下です。
以下のキー/値ペアは接続のパラメータを定義します。
• HOST - ホスト URI: データベースホストの完全修飾ドメイン名 (FQDN) または IPv4 アドレス。
• PORT - データベースホストがデータベース接続をリッスンするポート番号 (1024 〜 65535)。
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• USER_NAME - データベースにログインするための名前。USER_NAME の値文字列は「USERNAME」で
す。
• PASSWORD - ユーザー名に対応するパスワード (使用されている場合)。
• ENCRYPTED_PASSWORD - データカタログの暗号化設定の設定 (ConnectionPasswordEncryption)
で接続パスワードの保護が有効になっている場合、このフィールドには、暗号化されたパスワードが
保存されます。
• JDBC_DRIVER_JAR_URI - 使用する JDBC ドライバーを含む JAR ファイルの Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3) パス。
• JDBC_DRIVER_CLASS_NAME - 使用する JDBC ドライバーのクラス名。
• JDBC_ENGINE - 使用する JDBC エンジンの名前。
• JDBC_ENGINE_VERSION - 使用する JDBC エンジンのバージョン。
• CONFIG_FILES - (将来の利用のために予約されています。)
• INSTANCE_ID - 使用するインスタンス ID。
• JDBC_CONNECTION_URL - JDBC データソースに接続するための URL。
• JDBC_ENFORCE_SSL - ホスト名のマッチによる Secure Sockets Layer (SSL) がクライアント上の
JDBC 接続に適用されるかどうかを指定するブール文字列 (true、false)。デフォルトは false です。
• CUSTOM_JDBC_CERT – お客様のルート証明書を指定する Amazon S3 の場所。AWS Glue では、この
ルート証明書を使用して、お客様データベースに接続するときにお客様の証明書を検証します。AWS
Glue で扱うのは、X.509 証明書のみです。提供する証明書は、DER エンコードし、Base64 エンコー
ド PEM 形式で指定する必要があります。
• SKIP_CUSTOM_JDBC_CERT_VALIDATION – デフォルトでは、false です。AWS Glue は、お客様の
証明書の署名アルゴリズムとサブジェクトパブリックキーアルゴリズムを検証します。署名アルゴリ
ズムで許可されるアルゴリズムは、SHA256withRSA、SHA384withRSA、または SHA512withRSA の
みです。サブジェクトパブリックキーアルゴリズムでは、キーの長さは 2048 以上である必要があり
ます。このプロパティの値を true に設定して、AWS Glue によるお客様の証明書の検証をスキップ
できます。
• CUSTOM_JDBC_CERT_STRING - 中間者 (man-in-the-middle) 攻撃を防ぐためにドメインの一致ま
たは識別名の一致に使用するカスタム JDBC 証明書文字列。Oracle データベースでは、これは
SSL_SERVER_CERT_DN として使用され、Microsoft SQL Server では hostNameInCertificate と
して使用されます。
• CONNECTION_URL - 一般的な (JDBC 以外の) データソースに接続するための URL。
• SECRET_ID – 認証情報のシークレットマネージャーに使用されるシークレット ID。
• CONNECTOR_URL – MARKETPLACE または CUSTOM 接続のコネクタ URL。
• CONNECTOR_TYPE – MARKETPLACE または CUSTOM 接続のコネクタの種類。
• CONNECTOR_CLASS_NAME – MARKETPLACE または CUSTOM 接続のコネクタクラス名。
• KAFKA_BOOTSTRAP_SERVERS - Kafkaクライアントが接続してそれ自身をブートストラップする先で
ある Kafkaクラスター内の Apache Kafka ブローカーのアドレスを示すホストとポートのペアのコンマ
区切りリスト。
• KAFKA_SSL_ENABLED – Apache Kafka 接続で SSL を有効にするか無効にするか。デフォルト値は
「true」です。
• KAFKA_CUSTOM_CERT – プライベート CA 証明書ファイル (.pem 形式) の Amazon S3 URL。デフォ
ルトは空の文字列です。
• KAFKA_SKIP_CUSTOM_CERT_VALIDATION – CA 証明書ファイルの検証をスキップするかどう
か。AWS Glue では、SHA256withRSA、SHA384withRSA、SHA512withRSA の 3 つのアルゴリズム
について検証されます。デフォルト値は「false」です。
• KAFKA_CLIENT_KEYSTORE – Kafka クライアント側認証用のクライアントキーストアファイルの
Amazon S3 の場所 (オプション)。
• KAFKA_CLIENT_KEYSTORE_PASSWORD – 指定されたキーストアにアクセスするためのパスワード
(オプション)。
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• KAFKA_CLIENT_KEY_PASSWORD – キーストアは、複数のキーで構成することができるので、これは
Kafka サーバー側のキーで使用するクライアントキーにアクセスするためのパスワードです (オプショ
ン)。
• ENCRYPTED_KAFKA_CLIENT_KEYSTORE_PASSWORD – Kafka クライアントキーストアのパスワード
の暗号化されたバージョン (ユーザーが AWS Glue 暗号化パスワードの設定を選択している場合)。
• ENCRYPTED_KAFKA_CLIENT_KEY_PASSWORD – Kafka クライアントキーパスワードの暗号化された
バージョン (ユーザーが AWS Glue 暗号化パスワードの設定を選択している場合)。
• KAFKA_SASL_MECHANISM – "SCRAM-SHA-512" または "GSSAPI"。これらは 2 つのサポートされて
いる SASL メカニズムです。
• KAFKA_SASL_SCRAM_USERNAME - 「SCRAM-SHA-512」メカニズムでの認証に使用されるプレーン
テキストのユーザーネーム。
• KAFKA_SASL_SCRAM_PASSWORD - 「SCRAM-SHA-512」メカニズムでの認証に使用されるプレーン
テキストのパスワード。
• ENCRYPTED_KAFKA_SASL_SCRAM_PASSWORD – Kafka SASL SCRAM パスワードの暗号化されたバー
ジョン (ユーザーが AWS Glue 暗号化パスワードの設定を選択している場合)。
• KAFKA_SASL_GSSAPI_KEYTAB - Kerberos keytab ファイルの S3 の場所。キータブには、1 つ以
上のプリンシパルの長期キーが保存されます。詳細については、MIT Kerberos ドキュメント: キータ
ブを参照してください。
• KAFKA_SASL_GSSAPI_KRB5_CONF - Kerberos krb5.conf ファイルの S3 の場所。krb5.conf に
は、KDC サーバーの場所などの Kerberos 構成情報が保存されます。詳細については、MIT Kerberos
ドキュメント: krb5.confを参照してください。
• KAFKA_SASL_GSSAPI_SERVICE - Kafka 構成 の sasl.kerberos.service.name で設定した通り
のKerberos サービスの名前。
• KAFKA_SASL_GSSAPI_PRINCIPAL - AWS Glue によって使用される Kerberos プリンシパルの名
前。詳細については、Kafka ドキュメント: Kafka ブローカーの構成を参照してください。
• PhysicalConnectionRequirements – PhysicalConnectionRequirements (p. 813) オブジェクト。
この接続を正常に行うために必要な物理接続要件のマップ (例: Virtual Private Cloud
(VPC)、SecurityGroup)。
• CreationTime – タイムスタンプ。
この接続定義が作成された時刻。
• LastUpdatedTime – タイムスタンプ。
この接続定義が更新された最終時刻。
• LastUpdatedBy – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
この接続定義を最終更新したユーザー、グループ、またはロール。

ConnectionInput の構造
作成または更新する接続を指定するために使用される構造。

フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
コレクションの名前。
• Description – 説明文字列、2048 バイト長以下、URI address multi-line string pattern (p. 1036) に一
致。
接続の説明。
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• ConnectionType – 必須: UTF-8 文字列 (有効な値: JDBC | SFTP | MONGODB | KAFKA | NETWORK |
MARKETPLACE | CUSTOM)。
接続のタイプ。現在、次のタイプがサポートされています。
• JDBC - Java データベース接続 (JDBC) を介してデータベースへの接続を指定します。
• KAFKA - Apache Kafka ストリーミングプラットフォームへの接続を指定します。
• MONGODB - MongoDB ドキュメントデータベースへの接続を指定します。
• NETWORK - Amazon Virtual Private Cloud 環境 (Amazon VPC) 内のデータソースへのネットワーク接
続を指定します。
• MARKETPLACE – AWS Marketplace から購入したコネクタに含まれる設定を使用して、AWS Glue が
ネイティブにサポートしていないデータストアに対する読み取りと書き込みを行います。
• CUSTOM – カスタムコネクタに含まれる設定を使用して、AWS Glue がネイティブにサポートしていな
いデータストアに対する読み取りと書き込みを行います。
SFTP はサポートされていません。
• MatchCriteria - UTF-8 文字列の配列。文字列 10 個以下。
この接続を選択する際に使用可能な条件のリスト。
• ConnectionProperties – 必須: キーと値のペアのマップ配列。100 ペア以下。
各キーは UTF-8 文字列です。 (有効な値: HOST | PORT | USERNAME="USER_NAME" | PASSWORD
| ENCRYPTED_PASSWORD | JDBC_DRIVER_JAR_URI | JDBC_DRIVER_CLASS_NAME
| JDBC_ENGINE | JDBC_ENGINE_VERSION | CONFIG_FILES | INSTANCE_ID
| JDBC_CONNECTION_URL | JDBC_ENFORCE_SSL | CUSTOM_JDBC_CERT |
SKIP_CUSTOM_JDBC_CERT_VALIDATION | CUSTOM_JDBC_CERT_STRING | CONNECTION_URL
| KAFKA_BOOTSTRAP_SERVERS | KAFKA_SSL_ENABLED | KAFKA_CUSTOM_CERT
| KAFKA_SKIP_CUSTOM_CERT_VALIDATION | KAFKA_CLIENT_KEYSTORE |
KAFKA_CLIENT_KEYSTORE_PASSWORD | KAFKA_CLIENT_KEY_PASSWORD |
ENCRYPTED_KAFKA_CLIENT_KEYSTORE_PASSWORD | ENCRYPTED_KAFKA_CLIENT_KEY_PASSWORD
| KAFKA_SASL_MECHANISM | AUTHENTICATION_SECRET_ARN | KAFKA_SASL_SCRAM_USERNAME
| KAFKA_SASL_SCRAM_PASSWORD | ENCRYPTED_KAFKA_SASL_SCRAM_PASSWORD
| KAFKA_SASL_GSSAPI_KEYTAB | KAFKA_SASL_GSSAPI_KRB5_CONF |
KAFKA_SASL_GSSAPI_SERVICE | KAFKA_SASL_GSSAPI_PRINCIPAL | SECRET_ID |
CONNECTOR_URL | CONNECTOR_TYPE | CONNECTOR_CLASS_NAME )
各値は Value 文字列で、1,024 バイト長以下です。
以下のキーバリューペアは接続のパラメータを定義します。
• PhysicalConnectionRequirements – PhysicalConnectionRequirements (p. 813) オブジェクト。
この接続を正常に行うために必要な物理接続要件のマップ (例: Virtual Private Cloud
(VPC)、SecurityGroup)。

PhysicalConnectionRequirements の構造
接続の物理的な要件を指定します。

フィールド
• SubnetId – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
接続で使用されるサブネット ID。
• SecurityGroupIdList - UTF-8 文字列の配列。文字列 50 個以下。
接続で使用されるセキュリティグループ ID のリスト。
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• AvailabilityZone – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
接続のアベイラビリティーゾーン。指定したサブネットによって、使用されるアベイラビリティーゾー
ンが示されるため、このフィールドは冗長です。現在、このフィールドは設定する必要がありますが、
今後廃止されます。

GetConnectionsFilter の構造
GetConnections API オペレーションによって返る接続定義をフィルタリングします。

フィールド
• MatchCriteria - UTF-8 文字列の配列。文字列 10 個以下。
接続定義を返すためにその接続定義に記録された条件と一致する必要がある条件文字列。
• ConnectionType – UTF-8 文字列 (有効な値: JDBC | SFTP | MONGODB | KAFKA | NETWORK |
MARKETPLACE | CUSTOM)。
返す接続のタイプ。現在、SFTP はサポートされていません。

操作
• CreateConnection アクション (Python: create_connection) (p. 814)
• DeleteConnection アクション (Python: delete_connection) (p. 815)
• GetConnection アクション (Python: get_connection) (p. 815)
• GetConnections アクション (Python: get_connections) (p. 816)
• UpdateConnection アクション (Python: update_connection) (p. 817)
• BatchDeleteConnection アクション (Python: batch_delete_connection) (p. 817)

CreateConnection アクション (Python: create_connection)
データカタログで接続定義を作成します。

リクエスト
• CatalogId – カタログ ID 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
接続を作成するデータカタログの ID。設定しない場合は、AWS アカウント ID がデフォルトで使用され
ます。
• ConnectionInput – 必須: ConnectionInput (p. 812) オブジェクト。
作成する接続を定義する ConnectionInput オブジェクト。
• Tags – キーと値のペアのマップ配列。50 ペア以下。
各キーは UTF-8 文字列で、1～128 バイト長です。
各値は UTF-8 文字列で、256 バイト長以下です。
接続に割り当てるタグ。

応答
• 応答パラメータはありません。

814

AWS Glue デベロッパーガイド
接続

エラー
• AlreadyExistsException
• InvalidInputException
• OperationTimeoutException
• ResourceNumberLimitExceededException
• GlueEncryptionException

DeleteConnection アクション (Python: delete_connection)
データカタログから接続を削除します。

リクエスト
• CatalogId – カタログ ID 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
接続が存在するデータカタログの ID。設定しない場合は、AWS アカウント ID がデフォルトで使用され
ます。
• ConnectionName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一
致。
削除する接続の名前。

応答
• 応答パラメータはありません。

エラー
• EntityNotFoundException
• OperationTimeoutException

GetConnection アクション (Python: get_connection)
データカタログから接続定義を取得します。

リクエスト
• CatalogId – カタログ ID 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
接続が存在するデータカタログの ID。設定しない場合は、AWS アカウント ID がデフォルトで使用され
ます。
• Name – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
取得する接続定義の名前。
• HidePassword – ブール。
パスワードを返さずに接続メタデータを取得できます。例えば、AWS Glue コンソールではこのフラグ
を使用して接続を取得し、パスワードは表示しません。呼び出し元に AWS KMS キーを使用してパス
ワードを復号するアクセス許可がない可能性があるが、それ以外の接続プロパティへのアクセス許可が
ある場合は、このパラメータを設定します。
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応答
• Connection – Connection (p. 810) オブジェクト。
リクエストされた接続定義。

エラー
• EntityNotFoundException
• OperationTimeoutException
• InvalidInputException
• GlueEncryptionException

GetConnections アクション (Python: get_connections)
データカタログから接続定義のリストを取得します。

リクエスト
• CatalogId – カタログ ID 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
接続が存在するデータカタログの ID。設定しない場合は、AWS アカウント ID がデフォルトで使用され
ます。
• Filter – GetConnectionsFilter (p. 814) オブジェクト。
返される接続をコントロールするフィルター。
• HidePassword – ブール。
パスワードを返さずに接続メタデータを取得できます。例えば、AWS Glue コンソールではこのフラグ
を使用して接続を取得し、パスワードは表示しません。呼び出し元に AWS KMS キーを使用してパス
ワードを復号するアクセス許可がない可能性があるが、それ以外の接続プロパティへのアクセス許可が
ある場合は、このパラメータを設定します。
• NextToken – UTF-8 文字列。
継続トークン (これが継続呼び出しの場合)。
• MaxResults – 1～1000 の数値 (整数)。
1 回の応答で返す接続の最大数。

応答
• ConnectionList – Connection (p. 810) オブジェクトの配列。
リクエストされた接続定義のリスト。
• NextToken – UTF-8 文字列。
返された接続のリストにフィルタリングされた接続の最後のものが含まれていない場合は、継続トーク
ン。

エラー
• EntityNotFoundException
• OperationTimeoutException
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• InvalidInputException
• GlueEncryptionException

UpdateConnection アクション (Python: update_connection)
データカタログで接続定義を更新します。

リクエスト
• CatalogId – カタログ ID 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
接続が存在するデータカタログの ID。設定しない場合は、AWS アカウント ID がデフォルトで使用され
ます。
• Name – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
更新する接続定義の名前。
• ConnectionInput – 必須: ConnectionInput (p. 812) オブジェクト。
該当する接続を再定義する ConnectionInput オブジェクト。

応答
• 応答パラメータはありません。

エラー
• InvalidInputException
• EntityNotFoundException
• OperationTimeoutException
• InvalidInputException
• GlueEncryptionException

BatchDeleteConnection アクション (Python:
batch_delete_connection)
データカタログから接続定義のリストを削除します。

リクエスト
• CatalogId – カタログ ID 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
接続が存在するデータカタログの ID。設定しない場合は、AWS アカウント ID がデフォルトで使用され
ます。
• ConnectionNameList – 必須: UTF-8 文字列の配列。文字列 25 個以下。
削除する接続の名前のリスト。

応答
• Succeeded – UTF-8 文字列の配列。
正常に削除された接続定義の名前のリスト。
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• Errors – キーバリューペアのマップ配列。
各キーは UTF-8 文字列、1～255 バイト長で、Single-line string pattern (p. 1036) に一致します。
各値は ErrorDetail (p. 1031) オブジェクトです。
エラーの詳細への正常に削除されなかった接続の名前のマップ。

エラー
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException

ユーザー定義関数 API
ユーザー定義関数 API では、関数の処理に使用する AWS Glue データ型およびオペレーションについて説
明します。

データ型
• UserDefinedFunction 構造 (p. 818)
• UserDefinedFunctionInput 構造 (p. 819)

UserDefinedFunction 構造
Hive ユーザー定義関数 (UDF) 定義と同等のものを表します。

フィールド
• FunctionName – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
関数の名前。
• DatabaseName – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
関数を含むカタログデータベースの名前。
• ClassName – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
関数コードを含む Java クラス。
• OwnerName – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
関数の所有者。
• OwnerType – UTF-8 文字列 (有効な値: USER | ROLE | GROUP)。
所有者のタイプ。
• CreateTime – タイムスタンプ。
関数の作成時刻。
• ResourceUris – ResourceUri (p. 1031) オブジェクトの配列。構造 1000 個以下。
関数のリソース URI。
• CatalogId – カタログ ID 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
関数が存在する Data Catalog の ID。
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UserDefinedFunctionInput 構造
ユーザー定義関数の作成または更新に使用される構造。

フィールド
• FunctionName – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
関数の名前。
• ClassName – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
関数コードを含む Java クラス。
• OwnerName – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
関数の所有者。
• OwnerType – UTF-8 文字列 (有効な値: USER | ROLE | GROUP)。
所有者のタイプ。
• ResourceUris – ResourceUri (p. 1031) オブジェクトの配列。構造 1000 個以下。
関数のリソース URI。

操作
• CreateUserDefinedFunction アクション (Python: create_user_defined_function) (p. 819)
• UpdateUserDefinedFunction アクション (Python: update_user_defined_function) (p. 820)
• DeleteUserDefinedFunction アクション (Python: delete_user_defined_function) (p. 820)
• GetUserDefinedFunction アクション (Python: get_user_defined_function) (p. 821)
• GetUserDefinedFunctions アクション (Python: get_user_defined_functions) (p. 822)

CreateUserDefinedFunction アクション (Python:
create_user_defined_function)
データカタログで新しい関数定義を作成します。

リクエスト
• CatalogId – カタログ ID 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
関数を作成するデータカタログの ID。設定しない場合は、AWS アカウント ID がデフォルトで使用され
ます。
• DatabaseName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
関数を作成するカタログデータベースの名前。
• FunctionInput – 必須: UserDefinedFunctionInput (p. 819) オブジェクト。
データカタログで作成する関数を定義する FunctionInput オブジェクト。

応答
• 応答パラメータはありません。
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エラー
• AlreadyExistsException
• InvalidInputException
• InternalServiceException
• EntityNotFoundException
• OperationTimeoutException
• ResourceNumberLimitExceededException
• GlueEncryptionException

UpdateUserDefinedFunction アクション (Python:
update_user_defined_function)
データカタログで既存の関数定義を更新します。

リクエスト
• CatalogId – カタログ ID 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
更新する関数が存在するデータカタログの ID。設定しない場合は、AWS アカウント ID がデフォルトで
使用されます。
• DatabaseName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
更新する関数が存在するカタログデータベースの名前。
• FunctionName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
関数の名前。
• FunctionInput – 必須: UserDefinedFunctionInput (p. 819) オブジェクト。
データカタログで関数を再定義する FunctionInput オブジェクト。

応答
• 応答パラメータはありません。

エラー
• EntityNotFoundException
• InvalidInputException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException
• GlueEncryptionException

DeleteUserDefinedFunction アクション (Python:
delete_user_defined_function)
データカタログから既存の関数定義を削除します。

リクエスト
• CatalogId – カタログ ID 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
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削除する関数が存在するデータカタログの ID。提供されない場合は、AWS アカウント ID がデフォルト
で使用されます。
• DatabaseName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
削除する関数が存在するカタログデータベースの名前。
• FunctionName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
削除する関数定義の名前。

応答
• 応答パラメータはありません。

エラー
• EntityNotFoundException
• InvalidInputException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException

GetUserDefinedFunction アクション (Python:
get_user_defined_function)
データカタログから指定された関数定義を取得します。

リクエスト
• CatalogId – カタログ ID 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
取得する関数が存在するデータカタログの ID。設定しない場合は、AWS アカウント ID がデフォルトで
使用されます。
• DatabaseName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
削除する関数が存在するカタログデータベースの名前。
• FunctionName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
関数の名前。

応答
• UserDefinedFunction – UserDefinedFunction (p. 818) オブジェクト。
リクエストされた関数定義。

エラー
• EntityNotFoundException
• InvalidInputException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException
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• GlueEncryptionException

GetUserDefinedFunctions アクション (Python:
get_user_defined_functions)
データカタログから複数の関数定義を取得します。

リクエスト
• CatalogId – カタログ ID 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
取得する関数が存在するデータカタログの ID。設定しない場合は、AWS アカウント ID がデフォルトで
使用されます。
• DatabaseName – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
関数が存在するカタログデータベースの名前。何も指定されていない場合は、カタログ全体のすべての
データベースからの関数が返されます。
• Pattern – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
返される関数定義をフィルタリングするオプションの function-name パターン文字列。
• NextToken – UTF-8 文字列。
継続トークン (これが継続呼び出しの場合)。
• MaxResults – 数値 (integer)。1～100。
1 回の応答で返す関数の最大数。

応答
• UserDefinedFunctions – UserDefinedFunction (p. 818) オブジェクトの配列。
リクエストされた関数定義のリスト。
• NextToken – UTF-8 文字列。
戻された関数のリストに最後のリクエストされた関数が含まれていない場合は、継続トークン。

エラー
• EntityNotFoundException
• InvalidInputException
• OperationTimeoutException
• InternalServiceException
• GlueEncryptionException

Athena カタログを AWS Glue にインポートする
Migration API では、Athena データカタログの AWS Glue への移行と関係のある AWS Glue データ型とオ
ペレーションについて説明します。

データ型
• CatalogImportStatus 構造 (p. 823)
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CatalogImportStatus 構造
移行ステータス情報を含む構造。

フィールド
• ImportCompleted – ブール。
移行が完了した場合は True、それ以外の場合は False です。
• ImportTime – タイムスタンプ。
移行を開始した時刻。
• ImportedBy – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
移行を開始したユーザーの名前。

操作
• ImportCatalogToGlue アクション (Python: import_catalog_to_glue) (p. 823)
• GetCatalogImportStatus アクション (Python: get_catalog_import_status) (p. 823)

ImportCatalogToGlue アクション (Python:
import_catalog_to_glue)
既存の Amazon Athena Data Catalog を AWS Glue にインポートする

リクエスト
• CatalogId – カタログ ID 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
インポートするカタログの ID。現在、これは AWS アカウント ID である必要があります。

応答
• 応答パラメータはありません。

エラー
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException

GetCatalogImportStatus アクション (Python:
get_catalog_import_status)
移行操作のステータスを取得します。

リクエスト
• CatalogId – カタログ ID 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
移行するカタログの ID。現在、これは AWS アカウント ID である必要があります。
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応答
• ImportStatus – CatalogImportStatus (p. 823) オブジェクト。
指定したカタログ移行のステータス。

エラー
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException

クローラーおよび分類子 API
クローラーおよび分類子 API では、AWS Glue のクローラーおよび分類子のデータ型について説明しま
す。これには、クローラーまたは分類子を作成、削除、更新、および一覧表示するための API が含まれま
す。
トピック
• 分類子 API (p. 824)
• クローラー API (p. 833)
• クローラースケジューラ API (p. 850)

分類子 API
分類子 API では、AWS Glue 分類子のデータ型について説明します。これには、分類子を作成、削除、更
新、および一覧表示するための API が含まれます。

データ型
• 分類子の構造 (p. 824)
• GrokClassifier の構造 (p. 825)
• XMLClassifier の構造 (p. 825)
• JsonClassifier の構造 (p. 826)
• CsvClassifier の構造 (p. 826)
• CreateGrokClassifierRequest の構造 (p. 827)
• UpdateGrokClassifierRequest の構造 (p. 828)
• CreateXMLClassifierRequest の構造 (p. 828)
• UpdateXMLClassifierRequest の構造 (p. 828)
• CreateJsonClassifierRequest の構造 (p. 829)
• UpdateJsonClassifierRequest の構造 (p. 829)
• CreateCsvClassifierRequest の構造 (p. 829)
• UpdateCsvClassifierRequest の構造 (p. 830)

分類子の構造
分類子は、クロールタスクでトリガーされます。分類子は、指定されたファイルが処理可能な形式である
かどうかをチェックします。処理可能な場合、分類子は、そのデータ形式と一致する StructType オブ
ジェクトの形式でスキーマを作成します。
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AWS Glue に用意されている標準の分類子を使用することも、独自の分類子を作成して、データソー
スの最適な分類を行い、これらに使用する適切なスキーマを指定することもできます。分類子とし
て、Classifier オブジェクトの各フィールドに指定されている grok 分類子、XML 分類子、JSON 分類
子、または CSV 分類子のいずれかを使用できます。

フィールド
• GrokClassifier – GrokClassifier (p. 825) オブジェクト。
grok を使用する分類子。
• XMLClassifier – XMLClassifier (p. 825) オブジェクト。
XML コンテンツの分類子。
• JsonClassifier – JsonClassifier (p. 826) オブジェクト。
JSON コンテンツの分類子。
• CsvClassifier – CsvClassifier (p. 826) オブジェクト。
カンマ区切り値 (CSV) の分類子。

GrokClassifier の構造
grok パターンを使用する分類子。

フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
分類子名。
• Classification – 必須: UTF-8 文字列。
Twitter、JSON、Omniture ログなど、分類子が一致するデータ形式の識別子。
• CreationTime – タイムスタンプ。
分類子が登録された時刻。
• LastUpdated – タイムスタンプ。
分類子が最後に更新された時刻。
• Version – 数値 (long 型)。
分類子のバージョン。
• GrokPattern – 必須: UTF-8 文字列。1 ～ 2048 バイト長。A Logstash Grok string pattern (p. 1036) に
一致。
分類子によってデータストアに適用される grok パターン。詳細については、「カスタム分類子の書き込
み」の組み込みパターンを参照してください。
• CustomPatterns - UTF-8 文字列。16,000 バイト長以下。URI address multi-line string
pattern (p. 1036) に一致。
この分類子によって定義されたオプションのカスタム Grok パターン。詳細については、「カスタム分
類子の書き込み」のカスタムパターンを参照してください。

XMLClassifier の構造
XML コンテンツの分類子。
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フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
分類子名。
• Classification – 必須: UTF-8 文字列。
分類子が一致するデータ形式の識別子。
• CreationTime – タイムスタンプ。
分類子が登録された時刻。
• LastUpdated – タイムスタンプ。
分類子が最後に更新された時刻。
• Version – 数値 (long 型)。
分類子のバージョン。
• RowTag – UTF-8 文字列。
解析中の XML ドキュメントの各レコードを含む要素を指定する XML タグ。これは、自己終了要素 (/
> で終了) を識別することはできません。属性のみを含む空の行要素は、終了タグで終わる場合は解
析できます (例: <row item_a="A" item_b="B"></row> は解析できますが、<row item_a="A"
item_b="B" /> は解析できません)。

JsonClassifier の構造
JSON コンテンツの分類子。

フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
分類子名。
• CreationTime – タイムスタンプ。
分類子が登録された時刻。
• LastUpdated – タイムスタンプ。
分類子が最後に更新された時刻。
• Version – 数値 (long 型)。
分類子のバージョン。
• JsonPath – 必須: UTF-8 文字列。
分類子が分類するための JSON データを定義する JsonPath 文字列。AWS Glue は、「Writing
JsonPath Custom Classifiers」に記載されているように、JsonPath のサブセットをサポートしていま
す。

CsvClassifier の構造
カスタム CSV コンテンツの分類子。

フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
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分類子名。
• CreationTime – タイムスタンプ。
分類子が登録された時刻。
• LastUpdated – タイムスタンプ。
分類子が最後に更新された時刻。
• Version – 数値 (long 型)。
分類子のバージョン。
• Delimiter – UTF-8 文字列。1 バイト長ちょうど。Custom string pattern #10 (p. 1036) に一致。
行内の各列エントリを区切るものを示すカスタム記号。
• QuoteSymbol – UTF-8 文字列。1 バイト長ちょうど。Custom string pattern #10 (p. 1036) に一致。
コンテンツを単一の列の値に結合するものを示すカスタム記号。列の区切り文字とは異なる必要があり
ます。
• ContainsHeader – UTF-8 文字列 (有効な値: UNKNOWN | PRESENT | ABSENT)。
CSV ファイルにヘッダーが含まれているかどうかを示します。
• Header – UTF-8 文字列の配列。
列名を表す文字列のリスト。
• DisableValueTrimming – ブール。
列の値のタイプを識別する前に値をトリミングしないことを指定します。デフォルト値は true です。
• AllowSingleColumn – ブール。
1 つの列のみを含むファイルの処理を有効にします。
• CustomDatatypeConfigured – ブール。
カスタムデータ型を設定できるようにします。
• CustomDatatypes – UTF-8 文字列の配列。
「BINARY」、「BOOLEAN」、「DATE」、「DECIMAL」、「DOUBLE」、「FLOAT」、「INT」、
「LONG」、「SHORT」、「STRING」、「TIMESTAMP」などのカスタムデータ型のリスト。

CreateGrokClassifierRequest の構造
作成する CreateClassifier の grok 分類子を指定します。

フィールド
• Classification – 必須: UTF-8 文字列。
Twitter、JSON、Omniture ログ、Amazon CloudWatch Logs など、分類子が一致するデータ形式の識別
子。
• Name – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
新しい分類子の名前。
• GrokPattern – 必須: UTF-8 文字列。1 ～ 2048 バイト長。A Logstash Grok string pattern (p. 1036) に
一致。
この分類子によって使用される grok パターン。
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• CustomPatterns - UTF-8 文字列。16,000 バイト長以下。URI address multi-line string
pattern (p. 1036) に一致。
この分類子によって使用されたオプションのカスタム Grok パターン。

UpdateGrokClassifierRequest の構造
UpdateClassifier に渡すときに更新する grok 分類子を指定します。

フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
GrokClassifier の名前。
• Classification – UTF-8 文字列。
Twitter、JSON、Omniture ログ、Amazon CloudWatch Logs など、分類子が一致するデータ形式の識別
子。
• GrokPattern - UTF-8 文字列。1 ～ 2,048 バイト長。A Logstash Grok string pattern (p. 1036) に一
致。
この分類子によって使用される grok パターン。
• CustomPatterns - UTF-8 文字列。16,000 バイト長以下。URI address multi-line string
pattern (p. 1036) に一致。
この分類子によって使用されたオプションのカスタム Grok パターン。

CreateXMLClassifierRequest の構造
作成する CreateClassifier の XML 分類子を指定します。

フィールド
• Classification – 必須: UTF-8 文字列。
分類子が一致するデータ形式の識別子。
• Name – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
分類子名。
• RowTag – UTF-8 文字列。
解析中の XML ドキュメントの各レコードを含む要素を指定する XML タグ。これは、自己終了要素 (/
> で終了) を識別することはできません。属性のみを含む空の行要素は、終了タグで終わる場合は解
析できます (例: <row item_a="A" item_b="B"></row> は解析できますが、<row item_a="A"
item_b="B" /> は解析できません)。

UpdateXMLClassifierRequest の構造
更新する XML 分類子を指定します。

フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
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分類子名。
• Classification – UTF-8 文字列。
分類子が一致するデータ形式の識別子。
• RowTag – UTF-8 文字列。
解析中の XML ドキュメントの各レコードを含む要素を指定する XML タグ。これは、自己終了要素 (/
> で終了) を識別することはできません。属性のみを含む空の行要素は、終了タグで終わる場合は解
析できます (例: <row item_a="A" item_b="B"></row> は解析できますが、<row item_a="A"
item_b="B" /> は解析できません)。

CreateJsonClassifierRequest の構造
作成する CreateClassifier の JSON 分類子を指定します。

フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
分類子名。
• JsonPath – 必須: UTF-8 文字列。
分類子が分類するための JSON データを定義する JsonPath 文字列。AWS Glue は、「Writing
JsonPath Custom Classifiers」に記載されているように、JsonPath のサブセットをサポートしていま
す。

UpdateJsonClassifierRequest の構造
更新する JSON 分類子を指定します。

フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
分類子名。
• JsonPath – UTF-8 文字列。
分類子が分類するための JSON データを定義する JsonPath 文字列。AWS Glue は、「Writing
JsonPath Custom Classifiers」に記載されているように、JsonPath のサブセットをサポートしていま
す。

CreateCsvClassifierRequest の構造
作成する CreateClassifier の カスタム CSV 分類子を指定します。

フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
分類子名。
• Delimiter – UTF-8 文字列。1 バイト長ちょうど。Custom string pattern #10 (p. 1036) に一致。
行内の各列エントリを区切るものを示すカスタム記号。
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• QuoteSymbol – UTF-8 文字列。1 バイト長ちょうど。Custom string pattern #10 (p. 1036) に一致。
コンテンツを単一の列の値に結合するものを示すカスタム記号。列の区切り文字とは異なる必要があり
ます。
• ContainsHeader – UTF-8 文字列 (有効な値: UNKNOWN | PRESENT | ABSENT)。
CSV ファイルにヘッダーが含まれているかどうかを示します。
• Header – UTF-8 文字列の配列。
列名を表す文字列のリスト。
• DisableValueTrimming – ブール。
列の値のタイプを識別する前に値をトリミングしないことを指定します。デフォルト値は True です。
• AllowSingleColumn – ブール。
1 つの列のみを含むファイルの処理を有効にします。
• CustomDatatypeConfigured – ブール。
カスタムデータ型の設定を有効にします。
• CustomDatatypes – UTF-8 文字列の配列。
サポートされているカスタムデータ型のリストを作成します。

UpdateCsvClassifierRequest の構造
更新する カスタム CSV 分類子を指定します。

フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
分類子名。
• Delimiter – UTF-8 文字列。1 バイト長ちょうど。Custom string pattern #10 (p. 1036) に一致。
行内の各列エントリを区切るものを示すカスタム記号。
• QuoteSymbol – UTF-8 文字列。1 バイト長ちょうど。Custom string pattern #10 (p. 1036) に一致。
コンテンツを単一の列の値に結合するものを示すカスタム記号。列の区切り文字とは異なる必要があり
ます。
• ContainsHeader – UTF-8 文字列 (有効な値: UNKNOWN | PRESENT | ABSENT)。
CSV ファイルにヘッダーが含まれているかどうかを示します。
• Header – UTF-8 文字列の配列。
列名を表す文字列のリスト。
• DisableValueTrimming – ブール。
列の値のタイプを識別する前に値をトリミングしないことを指定します。デフォルト値は True です。
• AllowSingleColumn – ブール。
1 つの列のみを含むファイルの処理を有効にします。
• CustomDatatypeConfigured – ブール。
カスタムデータ型の設定を指定します。
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• CustomDatatypes – UTF-8 文字列の配列。
サポートされているカスタムデータ型のリストを指定します。

操作
• CreateClassifier アクション (Python: create_classifier) (p. 831)
• DeleteClassifier アクション (Python: delete_classifier) (p. 831)
• GetClassifier アクション (Python: get_classifier) (p. 832)
• GetClassifiers アクション (Python: get_classifiers) (p. 832)
• UpdateClassifier アクション (Python: update_classifier) (p. 833)

CreateClassifier アクション (Python: create_classifier)
ユーザーのアカウントに分類子を作成します。これは、どのリクエストのフィールドが存在するかに応じ
て、GrokClassifier、XMLClassifier、JsonClassifier、または CsvClassifier である場合が
あります。

リクエスト
• GrokClassifier – CreateGrokClassifierRequest (p. 827) オブジェクト。
作成する分類子を指定する GrokClassifier オブジェクト。
• XMLClassifier – CreateXMLClassifierRequest (p. 828) オブジェクト。
作成する分類子を指定する XMLClassifier オブジェクト。
• JsonClassifier – CreateJsonClassifierRequest (p. 829) オブジェクト。
作成する分類子を指定する JsonClassifier オブジェクト。
• CsvClassifier – CreateCsvClassifierRequest (p. 829) オブジェクト。
作成する分類子を指定する CsvClassifier オブジェクト。

応答
• 応答パラメータはありません。

エラー
• AlreadyExistsException
• InvalidInputException
• OperationTimeoutException

DeleteClassifier アクション (Python: delete_classifier)
データカタログから分類子を削除します。

リクエスト
• Name – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、「Single-line string pattern (p. 1036)」に一致。
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削除する分類子の名前。

応答
• 応答パラメータはありません。

エラー
• EntityNotFoundException
• OperationTimeoutException

GetClassifier アクション (Python: get_classifier)
分類子を名前で取得します。

リクエスト
• Name – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、「Single-line string pattern (p. 1036)」に一致。
取得する分類子の名前。

応答
• Classifier – 分類子 (p. 824) オブジェクト。
リクエストされた分類子。

エラー
• EntityNotFoundException
• OperationTimeoutException

GetClassifiers アクション (Python: get_classifiers)
データカタログの分類子オブジェクトのすべてを一覧表示します。

リクエスト
• MaxResults – 1～1000 の数値 (整数)。
返されるリストのサイズ (オプション)。
• NextToken – UTF-8 文字列。
オプションの継続トークン。

応答
• Classifiers – 分類子 (p. 824) オブジェクトの配列。
分類子オブジェクトのリクエストされたリスト。
• NextToken – UTF-8 文字列。
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継続トークン。

エラー
• OperationTimeoutException

UpdateClassifier アクション (Python: update_classifier)
既存の分類子を変更します (フィールドが存在するかどうかに応じて
GrokClassifier、XMLClassifier、JsonClassifier、または CsvClassifier)。

リクエスト
• GrokClassifier – UpdateGrokClassifierRequest (p. 828) オブジェクト。
フィールドが更新された GrokClassifier オブジェクト。
• XMLClassifier – UpdateXMLClassifierRequest (p. 828) オブジェクト。
フィールドが更新された XMLClassifier オブジェクト。
• JsonClassifier – UpdateJsonClassifierRequest (p. 829) オブジェクト。
フィールドが更新された JsonClassifier オブジェクト。
• CsvClassifier – UpdateCsvClassifierRequest (p. 830) オブジェクト。
フィールドが更新された CsvClassifier オブジェクト。

応答
• 応答パラメータはありません。

エラー
• InvalidInputException
• VersionMismatchException
• EntityNotFoundException
• OperationTimeoutException

クローラー API
クローラー API では、AWS Glue クローラーのデータ型と、クローラーを作成、削除、更新、および一覧
表示するための API について説明します。

データ型
• Crawler 構造 (p. 834)
• Schedule 構造 (p. 835)
• CrawlerTargets 構造 (p. 835)
• S3Target 構造 (p. 836)
• JdbcTarget 構造 (p. 836)
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• MongoDBTarget 構造 (p. 837)
• DynamoDBTarget 構造 (p. 837)
• DeltaTarget 構造 (p. 838)
• CatalogTarget 構造 (p. 838)
• CrawlerMetrics 構造 (p. 838)
• CrawlerHistory の構造 (p. 839)
• CrawlsFilter の構造 (p. 840)
• SchemaChangePolicy 構造 (p. 840)
• LastCrawlInfo 構造 (p. 840)
• RecrawlPolicy 構造 (p. 841)
• LineageConfiguration 構造 (p. 841)
• LakeFormationConfiguration 構造 (p. 842)

Crawler 構造
データソースを検査し、分類子を使用してスキーマを判別しようとするクローラープログラムを指定しま
す。成功すると、クローラーはデータソースに関するメタデータを AWS Glue Data Catalog に記録しま
す。

フィールド
• Name – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
クローラー名。
• Role – UTF-8 文字列。
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) データなどの顧客リソースへのアクセスに使用される
IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN)。
• Targets – CrawlerTargets (p. 835) オブジェクト。
クロールするターゲットのコレクション。
• DatabaseName – UTF-8 文字列。
クローラーの出力が保存されている場所のデータベース名。
• Description – 説明文字列、2048 バイト長以下、URI address multi-line string pattern (p. 1036) に一
致。
クローラーの説明。
• Classifiers – UTF-8 文字列の配列。
クローラーに関連付けられたカスタム分類子を指定する UTF-8 文字列のリスト。
• RecrawlPolicy – RecrawlPolicy (p. 841) オブジェクト。
データセット全体を再度クロールするか、前回のクローラー実行以降に追加されたフォルダのみをク
ロールするかを指定するポリシー。
• SchemaChangePolicy – SchemaChangePolicy (p. 840) オブジェクト。
クローラーの更新と削除の動作を指定するポリシー。
• LineageConfiguration – LineageConfiguration (p. 841) オブジェクト。
クローラーに対してデータ系統を有効にするかどうかを指定する設定。
• State – UTF-8 文字列 (有効な値: READY | RUNNING | STOPPING)。
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クローラーが実行中かどうか、あるいは実行が保留中かどうかを示します。
• TablePrefix - UTF-8 文字列。128 バイト長以下。
作成されたテーブルの名前に追加されるプレフィックス。
• Schedule – スケジュール (p. 850) オブジェクト。
スケジュールされたクローラーの場合、クローラーが実行されるスケジュール。
• CrawlElapsedTime – 数値 (long 型)。
クローラーが実行されている場合は、最後のクロールが開始されてから経過した合計時間が含まれま
す。
• CreationTime – タイムスタンプ。
クローラーが作成された時刻。
• LastUpdated – タイムスタンプ。
クローラーが最後に更新された時刻。
• LastCrawl – LastCrawlInfo (p. 840) オブジェクト。
最後のクロールのステータス、およびエラーが発生した場合はエラー情報。
• Version – 数値 (long 型)。
クローラーのバージョン。
• Configuration – UTF-8 文字列。
クローラーの構成情報。このバージョン付きの JSON 文字列では、クローラーの動作特性を指定できま
す。詳細については、「Include および Exclude のパターン」を参照してください。
• CrawlerSecurityConfiguration - UTF-8 文字列。128 バイト長以下。
このクローラーで使用される SecurityConfiguration 構造の名前。
• LakeFormationConfiguration – LakeFormationConfiguration (p. 842) オブジェクト。
クローラーが IAM ロールの認証情報の代わりに AWS Lake Formation の認証情報を使用すべきかどうか
を指定します。

Schedule 構造
cron ステートメントを使用してイベントをスケジュールするスケジューリングオブジェクト。

フィールド
• ScheduleExpression – UTF-8 文字列。
スケジュールを指定するために使用される cron 式 (ジョブとクローラーの時間ベースのスケジュールを
参照してください。) たとえば、毎日 12:15 UTC に何かを実行するには、cron(15 12 * * ? *) を
指定します。
• State – UTF-8 文字列 (有効な値: SCHEDULED | NOT_SCHEDULED | TRANSITIONING)。
スケジュールの状態。

CrawlerTargets 構造
クロールするデータストアを指定します。
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フィールド
• S3Targets – S3Target (p. 836) オブジェクトの配列。
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) のターゲットを指定します。
• JdbcTargets – JdbcTarget (p. 836) オブジェクトの配列。
JDBC ターゲットを指定します。
• MongoDBTargets – MongoDBTarget (p. 837) オブジェクトの配列。
Amazon DocumentDB または MongoDB のターゲットを指定します。
• DynamoDBTargets – DynamoDBTarget (p. 837) オブジェクトの配列。
Amazon DynamoDB のターゲットを指定します。
• CatalogTargets – CatalogTarget (p. 838) オブジェクトの配列。
AWS Glue Data Catalog ターゲットを指定します。
• DeltaTargets – DeltaTarget (p. 838) オブジェクトの配列。
Delta データストアのターゲットを指定します。

S3Target 構造
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) のデータストアを指定します。

フィールド
• Path – UTF-8 文字列。
Simple Storage Service (Amazon S3) ターゲットへのパス。
• Exclusions – UTF-8 文字列の配列。
クロールから除外するために使用される glob パターンのリスト。詳細については、「クローラーを使用
したカタログテーブル」を参照してください。
• ConnectionName – UTF-8 文字列。
ジョブまたはクローラーが Amazon Virtual Private Cloud 環境 (Amazon VPC) 内の Amazon S3 のデータ
にアクセスすることを可能にする接続の名前。
• SampleSize – 数値 (整数)。
データセット内のサンプルファイルをクロールするときにクロールされる各リーフフォルダ内のファイ
ル数を設定します。設定されていない場合、すべてのファイルがクロールされます。有効な値は、1 か
ら 249 までの整数です。
• EventQueueArn – UTF-8 文字列。
有効な Amazon SQS の ARN。例えば、arn:aws:sqs:region:account:sqs です。
• DlqEventQueueArn – UTF-8 文字列。
有効な Amazon デッドレター SQS ARN。例え
ば、arn:aws:sqs:region:account:deadLetterQueue です。

JdbcTarget 構造
クロールする JDBC データストアを指定します。
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フィールド
• ConnectionName – UTF-8 文字列。
JDBC ターゲットに接続するために使用する接続名。
• Path – UTF-8 文字列。
JDBC ターゲットのパス。
• Exclusions – UTF-8 文字列の配列。
クロールから除外するために使用される glob パターンのリスト。詳細については、「クローラーを使用
したカタログテーブル」を参照してください。

MongoDBTarget 構造
クロールする Amazon DocumentDB または MongoDB データストアを指定します。

フィールド
• ConnectionName – UTF-8 文字列。
Amazon DocumentDB または MongoDB ターゲットに接続するために使用する接続名。
• Path – UTF-8 文字列。
Amazon DocumentDB または MongoDB ターゲット (データベース/コレクション) のパス。
• ScanAll – ブール。
すべてのレコードをスキャンするか、テーブルから行をサンプリングするかを示します。テーブルが高
スループットテーブルではない場合、すべてのレコードのスキャンには時間がかかることがあります。
true 値はすべてのレコードをスキャンすることを意味し、false 値はレコードをサンプリングするこ
とを意味します。値を指定しないと、true 値にデフォルト設定されます。

DynamoDBTarget 構造
クロールする Amazon DynamoDB テーブルを指定します。

フィールド
• Path – UTF-8 文字列。
クロールする DynamoDB テーブルの名前。
• scanAll – ブール。
すべてのレコードをスキャンするか、テーブルから行をサンプリングするかを示します。テーブルが高
スループットテーブルではない場合、すべてのレコードのスキャンには時間がかかることがあります。
true 値はすべてのレコードをスキャンすることを意味し、false 値はレコードをサンプリングするこ
とを意味します。値を指定しないと、true 値にデフォルト設定されます。
• scanRate – 数値 (double)。
AWS Glue クローラーで使用する設定済み読み取りキャパシティーユニットの割合を指定します。読み
取りキャパシティーユニットは、DynamoDB で定義されている用語で、テーブルに対して実行できる読
み取り回数/秒のレート制限として機能する数値です。
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有効な値は NULL または 0.1～1.5 の値です。NULL 値は、ユーザーが値を指定しない場合に使用され、
設定済み読み取りキャパシティーユニットでは 0.5 (プロビジョニングされたテーブルの場合)、は最大の
設定済み読み取りキャパシティーユニットの場合は 0.25 (オンデマンドモードを使用するテーブルの場
合) にデフォルト設定されます。

DeltaTarget 構造
1 つ以上の Delta テーブルをクロールする Delta データストアを指定します。

フィールド
• DeltaTables – UTF-8 文字列の配列。
Delta テーブルへの Simple Storage Service (Amazon S3) パスのリスト。
• ConnectionName – UTF-8 文字列。
Delta テーブルターゲットに接続するために使用する接続の名前。
• WriteManifest – ブール。
マニフェストファイルを Delta テーブルパスに書き込むかどうかを指定します。

CatalogTarget 構造
AWS Glue Data Catalog ターゲットを指定します。

フィールド
• DatabaseName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
同期するデータベースの名前。
• Tables – 必須: UTF-8 文字列の配列。1 個の以上の文字列。
同期するテーブルのリスト。
• ConnectionName – UTF-8 文字列。
NETWORK 接続タイプとペアになっている Catalog 接続タイプを使用するときにクロールのターゲット
となる Amazon S3-backed データカタログテーブルの接続の名前。
• EventQueueArn – UTF-8 文字列。
有効な Amazon SQS の ARN。例えば、arn:aws:sqs:region:account:sqs です。
• DlqEventQueueArn – UTF-8 文字列。
有効な Amazon デッドレター SQS ARN。例え
ば、arn:aws:sqs:region:account:deadLetterQueue です。

CrawlerMetrics 構造
指定されたクローラーのメトリクス。

フィールド
• CrawlerName – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
クローラー名。
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• TimeLeftSeconds – 数値 (double)。None 以下。
実行中のクロールを完了までの予測時間。
• StillEstimating – ブール。
クローラーがこの実行を完了するのにどれくらいの時間がかかるかをまだ見積もっている場合は true で
す。
• LastRuntimeSeconds – 数値 (double)。None 以下。
クローラーの最新の実行にかかる時間 (秒単位)。
• MedianRuntimeSeconds – 数値 (double)。None 以下。
このクローラーの実行時間の中央値 (秒単位)。
• TablesCreated – 数値 (整数)、None 以下。
このクローラーで作成されたテーブルの数。
• TablesUpdated – 数値 (整数)、None 以下。
このクローラーで更新されたテーブルの数。
• TablesDeleted – 数値 (整数)、None 以下。
このクローラーで削除されたテーブルの数。

CrawlerHistory の構造
クローラーの実行に関する情報が含まれます。

フィールド
• CrawlId – UTF-8 文字列。
各クロールの UUID 識別子。
• State – UTF-8 文字列 (有効な値: RUNNING | COMPLETED | FAILED | STOPPED)。
クロールの状態。
• StartTime – タイムスタンプ。
クロールが開始された日時。
• EndTime – タイムスタンプ。
クロールが終了された日時。
• Summary – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
特定のクロールに関する JSON 形式の実行サマリー。追加、更新、または削除されたカタログテーブル
とパーティションが含まれます。
• ErrorMessage – 説明文字列、2048 バイト長以下、URI address multi-line string pattern (p. 1036) に一
致。
エラーが発生した場合は、クロールに関連付けられたエラーメッセージ。
• LogGroup - UTF-8 文字列。1 ～ 512 バイト長。Log group string pattern (p. 1036) に一致。
クロールに関連付けられたロググループ。
• LogStream - UTF-8 文字列。1 ～ 512 バイト長。Log-stream string pattern (p. 1036) に一致。
クロールに関連付けられたログストリーム。
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• MessagePrefix – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
このクロールに関する CloudWatch メッセージのプレフィックス。
• DPUHour – 数値 (double)。None 以下。
クロールに使用されるデータ処理単位 (DPU) の数 (時間単位)。

CrawlsFilter の構造
指定されたクローラーのクローラー実行をフィルタリングするために使用できるフィールド、コンパレー
タ、および値のリスト。

フィールド
• FieldName – UTF-8 文字列 (有効な値: CRAWL_ID | STATE | START_TIME | END_TIME | DPU_HOUR)。
指定されたクローラーに対するクローラーの実行をフィルタリングするために使用されるキー。各
フィールド名に有効な値は次のとおりです。
• CRAWL_ID: クロールの UUID 識別子を表す文字列。
• STATE: クロールの状態を表す文字列。
• START_TIME および END_TIME: epoch タイムスタンプ (ミリ秒単位)。
• DPU_HOUR: クロールに使用されるデータ処理単位 (DPU) の数 (時間単位)。
• FilterOperator - UTF-8 文字列 (有効値: GT | GE | LT | LE | EQ | NE).。
値を操作する定義済みのコンパレータ。利用できる演算子は次のとおりです。
• GT: より大きい。
• GE: 以上。
• LT: より小さい。
• LE: 以下。
• EQ: 等しい。
• NE: 等しくない。
• FieldValue – UTF-8 文字列。
クロールフィールドでの比較のために提供される値。

SchemaChangePolicy 構造
クローラーの更新と削除の動作を指定するポリシー。

フィールド
• UpdateBehavior – UTF-8 文字列 (有効な値: LOG | UPDATE_IN_DATABASE)。
クローラーが変更されたスキーマを検出したときの更新動作。
• DeleteBehavior – UTF-8 文字列 (有効な値: LOG | DELETE_FROM_DATABASE |
DEPRECATE_IN_DATABASE)。
クローラーが削除されたオブジェクトを検出したときの削除動作。

LastCrawlInfo 構造
最新のクロールについてのステータスとエラー情報。
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フィールド
• Status – UTF-8 文字列 (有効な値: SUCCEEDED | CANCELLED | FAILED)。
最後のクロールのステータス。
• ErrorMessage – 説明文字列、2048 バイト長以下、URI address multi-line string pattern (p. 1036) に一
致。
エラーが発生した場合、最後のクロールに関するエラー情報。
• LogGroup - UTF-8 文字列。1 ～ 512 バイト長。Log group string pattern (p. 1036) に一致。
最後のクロールのロググループ。
• LogStream - UTF-8 文字列。1 ～ 512 バイト長。Log-stream string pattern (p. 1036) に一致。
最後のクロールのログストリーム。
• MessagePrefix – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
このクロールについてのメッセージのプレフィックス。
• StartTime – タイムスタンプ。
クロールが開始された時刻。

RecrawlPolicy 構造
最初のクロールの完了後に Amazon S3 データソースをクロールするときに、データセット全体を再度ク
ロールするか、前回のクローラーの実行以降に追加されたフォルダのみをクロールするかを指定します。
詳細については、デベロッパーガイドの「AWS Glue の増分クロール」を参照してください。

フィールド
• RecrawlBehavior – UTF-8 文字列 (有効な値: CRAWL_EVERYTHING | CRAWL_NEW_FOLDERS_ONLY |
CRAWL_EVENT_MODE)。
データセット全体を再度クロールするか、前回のクローラーの実行以降に追加されたフォルダのみをク
ロールするかを指定します。
CRAWL_EVERYTHING という値は、データセット全体を再度クロールすることを指定します。
CRAWL_NEW_FOLDERS_ONLY という値は、前回のクローラー実行後に追加されたフォルダのみをクロー
ルすることを指定します。
CRAWL_EVENT_MODE の値は Simple Storage Service (Amazon S3) イベントによって識別される変更の
みをクロールするように指定します。

LineageConfiguration 構造
クローラーのデータ系統設定を指定します。

フィールド
• CrawlerLineageSettings – UTF-8 文字列 (有効な値: ENABLE | DISABLE)。
クローラーに対してデータ系統を有効にするかどうかを指定します。有効な 値は次のとおりです。
• ENABLE: クローラーのデータ系統を有効にします。
• DISABLE：クローラーのデータ系統を無効にします。
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LakeFormationConfiguration 構造
クローラーの AWS Lake Formation 構成設定を指定します。

フィールド
• UseLakeFormationCredentials – ブール。
IAM ロールの認証情報の代わりに AWS Lake Formation の認証情報を使用するかどうかを指定します。
• AccountId - UTF-8 文字列。12 バイト長以下。
クロスアカウントクロールに必要です。ターゲットデータと同じアカウントのクロールでは、null のま
まにすることができます。

操作
• CreateCrawler アクション (Python: create_crawler) (p. 842)
• DeleteCrawler アクション (Python: delete_crawler) (p. 844)
• GetCrawler アクション (Python: get_crawler) (p. 844)
• GetCrawlers アクション (Python: get_crawlers) (p. 844)
• GetCrawlerMetrics アクション (Python: get_crawler_metrics) (p. 845)
• UpdateCrawler アクション (Python: update_crawler) (p. 845)
• StartCrawler アクション (Python: start_crawler) (p. 847)
• StopCrawler アクション (Python: stop_crawler) (p. 847)
• BatchGetCrawlers Action (Python: batch_get_crawlers) (p. 848)
• ListCrawlers アクション (Python: list_crawlers) (p. 848)
• ListCrawls アクション (Python: list_crawls) (p. 849)

CreateCrawler アクション (Python: create_crawler)
指定されたターゲット、ロール、設定、およびオプションのスケジュールを使用して、新しいクローラー
を作成します。s3Targets、jdbcTargets、またはDynamoDBTargets フィールドで、少なくとも 1 つ
以上のクロールを指定する必要があります。

リクエスト
• Name – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、「Single-line string pattern (p. 1036)」に一致。
新しいクローラーの名前。
• Role – 必須: UTF-8 文字列。
新しいクローラーが顧客リソースにアクセスするために使用する IAM ロール、または IAM ロールの
Amazon リソースネーム (ARN)。
• DatabaseName – UTF-8 文字列。
arn:aws:daylight:us-east-1::database/sometable/* など、結果が書き込まれる AWS Glue
データベース。
• Description – 説明文字列、2048 バイト長以下、URI address multi-line string pattern (p. 1036) に一
致。
新しいクローラーの説明。
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• Targets – 必須: CrawlerTargets (p. 835) オブジェクト。
クロールするターゲットのコレクションのリスト。
• Schedule – UTF-8 文字列。
スケジュールを指定するために使用される cron 式 (ジョブとクローラーの時間ベースのスケジュールを
参照してください。) たとえば、毎日 12:15 UTC に何かを実行するには、cron(15 12 * * ? *) を
指定します。
• Classifiers – UTF-8 文字列の配列。
ユーザーが登録したカスタム分類子のリスト。デフォルトでは、すべての組み込みの分類子がクロール
に含まれますが、これらのカスタム分類子によって常に分類別のデフォルトの分類子が上書きされま
す。
• TablePrefix - UTF-8 文字列。128 バイト長以下。
作成されたカタログテーブルに使用されるテーブルプレフィックス。
• SchemaChangePolicy – SchemaChangePolicy (p. 840) オブジェクト。
クローラーの更新と削除動作のためのポリシー。
• RecrawlPolicy – RecrawlPolicy (p. 841) オブジェクト。
データセット全体を再度クロールするか、前回のクローラー実行以降に追加されたフォルダのみをク
ロールするかを指定するポリシー。
• LineageConfiguration – LineageConfiguration (p. 841) オブジェクト。
クローラーのデータ系統設定を指定します。
• LakeFormationConfiguration – LakeFormationConfiguration (p. 842) オブジェクト。
クローラーの AWS Lake Formation 構成設定を指定します。
• Configuration – UTF-8 文字列。
クローラーの構成情報。このバージョン付きの JSON 文字列では、クローラーの動作特性を指定できま
す。詳細については、「クローラーの設定」を参照してください。
• CrawlerSecurityConfiguration - UTF-8 文字列。128 バイト長以下。
このクローラーで使用される SecurityConfiguration 構造の名前。
• Tags – キーと値のペアのマップ配列。50 ペア以下。
各キーは UTF-8 文字列で、1～128 バイト長です。
各値は UTF-8 文字列で、256 バイト長以下です。
このクローラーリクエストで使用するタグ。クローラーへのアクセスを制限するためにタグを使用す
ることができます。AWS Glue のタグの詳細については、デベロッパーガイドの「AWS Tags in AWS
Glue」を参照してください。

応答
• 応答パラメータはありません。

エラー
• InvalidInputException
• AlreadyExistsException
• OperationTimeoutException
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• ResourceNumberLimitExceededException

DeleteCrawler アクション (Python: delete_crawler)
クローラーの状態が RUNNING でないかぎり、指定したクローラーを AWS Glue Data Catalog から削除し
ます。

リクエスト
• Name – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、「Single-line string pattern (p. 1036)」に一致。
削除するクローラーの名前。

応答
• 応答パラメータはありません。

エラー
• EntityNotFoundException
• CrawlerRunningException
• SchedulerTransitioningException
• OperationTimeoutException

GetCrawler アクション (Python: get_crawler)
指定されたクローラーのメタデータを取得します。

リクエスト
• Name – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、「Single-line string pattern (p. 1036)」に一致。
メタデータを取得するクローラーの名前。

応答
• Crawler – Crawler (p. 834) オブジェクト。
指定されたクローラーのメタデータ。

エラー
• EntityNotFoundException
• OperationTimeoutException

GetCrawlers アクション (Python: get_crawlers)
顧客アカウントで定義されたすべてのクローラーのメタデータを取得します。

リクエスト
• MaxResults – 1～1000 の数値 (整数)。
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各呼び出しで返されるクローラーの数。
• NextToken – UTF-8 文字列。
継続トークン (これが継続リクエストの場合)。

応答
• Crawlers – Crawler (p. 834) オブジェクトの配列。
クローラーメタデータのリスト。
• NextToken – UTF-8 文字列。
継続トークン (返されるリストがこの顧客アカウントで定義されたリストの最後に達していない場合)。

エラー
• OperationTimeoutException

GetCrawlerMetrics アクション (Python: get_crawler_metrics)
指定されたクローラーに関するメトリクスを取得します。

リクエスト
• CrawlerNameList - UTF-8 文字列の配列、文字列 100 個以下。
メトリクスを取得するクローラーの名前のリスト。
• MaxResults – 1～1000 の数値 (整数)。
返されるリストの最大サイズ。
• NextToken – UTF-8 文字列。
継続トークン (これが継続呼び出しの場合)。

応答
• CrawlerMetricsList – CrawlerMetrics (p. 838) オブジェクトの配列。
指定されたクローラーのメトリクスのリスト。
• NextToken – UTF-8 文字列。
継続トークン (戻されたリストに最後に使用可能なメトリクスが含まれていない場合)。

エラー
• OperationTimeoutException

UpdateCrawler アクション (Python: update_crawler)
クローラーを更新します。クローラーが実行されている場合、クローラーを更新する前に StopCrawler
を使用してクローラーを停止する必要があります。
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リクエスト
• Name – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、「Single-line string pattern (p. 1036)」に一致。
新しいクローラーの名前。
• Role – UTF-8 文字列。
新しいクローラーが顧客リソースにアクセスするために使用する IAM ロール、または IAM ロールの
Amazon リソースネーム (ARN)。
• DatabaseName – UTF-8 文字列。
arn:aws:daylight:us-east-1::database/sometable/* など、結果が保存される AWS Glue
データベース。
• Description - UTF-8 文字列。2,048 バイト長以下。URI address multi-line string pattern (p. 1036) に
一致。
新しいクローラーの説明。
• Targets – CrawlerTargets (p. 835) オブジェクト。
クロールするターゲットのリスト。
• Schedule – UTF-8 文字列。
スケジュールを指定するために使用される cron 式 (ジョブとクローラーの時間ベースのスケジュールを
参照してください。) たとえば、毎日 12:15 UTC に何かを実行するには、cron(15 12 * * ? *) を
指定します。
• Classifiers – UTF-8 文字列の配列。
ユーザーが登録したカスタム分類子のリスト。デフォルトでは、すべての組み込みの分類子がクロール
に含まれますが、これらのカスタム分類子によって常に分類別のデフォルトの分類子が上書きされま
す。
• TablePrefix - UTF-8 文字列。128 バイト長以下。
作成されたカタログテーブルに使用されるテーブルプレフィックス。
• SchemaChangePolicy – SchemaChangePolicy (p. 840) オブジェクト。
クローラーの更新と削除動作のためのポリシー。
• RecrawlPolicy – RecrawlPolicy (p. 841) オブジェクト。
データセット全体を再度クロールするか、前回のクローラー実行以降に追加されたフォルダのみをク
ロールするかを指定するポリシー。
• LineageConfiguration – LineageConfiguration (p. 841) オブジェクト。
クローラーのデータ系統設定を指定します。
• LakeFormationConfiguration – LakeFormationConfiguration (p. 842) オブジェクト。
クローラーの AWS Lake Formation 構成設定を指定します。
• Configuration – UTF-8 文字列。
クローラーの構成情報。このバージョン付きの JSON 文字列では、クローラーの動作特性を指定できま
す。詳細については、「クローラーの設定」を参照してください。
• CrawlerSecurityConfiguration - UTF-8 文字列。128 バイト長以下。
このクローラーで使用される SecurityConfiguration 構造の名前。
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応答
• 応答パラメータはありません。

エラー
• InvalidInputException
• VersionMismatchException
• EntityNotFoundException
• CrawlerRunningException
• OperationTimeoutException

StartCrawler アクション (Python: start_crawler)
スケジュールされているものに関係なく、指定されたクローラーを使用してクロールを開始します。ク
ローラーがすでに実行中である場合は、CrawlerRunningException が返されます。

リクエスト
• Name – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、「Single-line string pattern (p. 1036)」に一致。
開始するクローラーの名前。

応答
• 応答パラメータはありません。

エラー
• EntityNotFoundException
• CrawlerRunningException
• OperationTimeoutException

StopCrawler アクション (Python: stop_crawler)
指定されたクローラーが実行されている場合は、クロールを停止します。

リクエスト
• Name – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、「Single-line string pattern (p. 1036)」に一致。
停止するクローラーの名前。

応答
• 応答パラメータはありません。

エラー
• EntityNotFoundException
• CrawlerNotRunningException
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• CrawlerStoppingException
• OperationTimeoutException

BatchGetCrawlers Action (Python: batch_get_crawlers)
指定されたクローラー名のリストのリソースメタデータのリストを返します。ListCrawlers オペレー
ションを呼び出した後で、このオペレーションを呼び出すことで、アクセス許可が付与されているデータ
にアクセスできます。このオペレーションは、タグを使用するアクセス許可条件を含め、すべての IAM の
アクセス許可をサポートします。

リクエスト
• CrawlerNames – 必須: UTF-8 文字列の配列。文字列 100 個以下。
クローラー名のリスト。これは ListCrawlers 操作から返された名前であることもあります。

応答
• Crawlers – Crawler (p. 834) オブジェクトの配列。
クローラー定義のリスト。
• CrawlersNotFound - UTF-8 文字列の配列、文字列 100 個以下。
クローラーの名前のリストが見つかりません。

エラー
• InvalidInputException
• OperationTimeoutException

ListCrawlers アクション (Python: list_crawlers)
この AWS アカウントのすべてのクローラーリソース、または指定されたタグを持つリソースの名前を取
得します。このオペレーションにより、アカウントで利用可能なリソースとその名前を確認できます。
このオペレーションはオプションの Tags フィールドを受け取ります。このフィールドをレスポンスの
フィルターとして使用すると、タグ付きリソースをグループとして取得できます。タグフィルタリングの
使用を選択した場合は、タグが付いたリソースのみが取得されます。

リクエスト
• MaxResults – 1～1000 の数値 (整数)。
返されるリストの最大サイズ。
• NextToken – UTF-8 文字列。
継続トークン (これが継続リクエストの場合)。
• Tags – キーと値のペアのマップ配列。50 ペア以下。
各キーは UTF-8 文字列で、1～128 バイト長です。
各値は UTF-8 文字列で、256 バイト長以下です。
これらのタグ付きリソースのみを返すように指定します。
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応答
• CrawlerNames - UTF-8 文字列の配列、文字列 100 個以下。
アカウント内のすべてのクローラーの名前、または指定されたタグを持つクローラーの名前。
• NextToken – UTF-8 文字列。
継続トークン (戻されたリストに最後に使用可能なメトリクスが含まれていない場合)。

エラー
• OperationTimeoutException

ListCrawls アクション (Python: list_crawls)
指定されたクローラーのすべてのクロールを返します。クローラー履歴機能の起動日以降に発生したク
ロールのみを返し、最大 12 ヶ月分のクロールのみを保持します。古いクロールは返されません。
この API は以下の操作に使用できます。
• 指定されたクローラーのすべてのクロールを取得します。
• 指定されたクローラーのすべてのクロールを、制限されたカウント内に取得します。
• 特定された時間範囲内に、指定されたクローラーのすべてのクロールを取得します。
• 特定の状態、クロール ID、または DPU 時間値を持つ指定されたクローラーのすべてのクロールを取得
します。

リクエスト
• CrawlerName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、「Single-line string pattern (p. 1036)」に一
致。
取得する実行のクローラー名。
• MaxResults – 1～1000 の数値 (整数)。
返される結果の最大数。デフォルトは 20 で、最大は 100 です。
• Filters – CrawlsFilter (p. 840) オブジェクトの配列。
CrawlsFilter オブジェクトのリストで指定した条件で、クロールをフィルタリングします。
• NextToken – UTF-8 文字列。
継続トークン (これが継続呼び出しの場合)。

応答
• Crawls – CrawlerHistory (p. 839) オブジェクトの配列。
条件を満たしたクロール実行を表す CrawlerHistory オブジェクトのリスト。
• NextToken – UTF-8 文字列。
返されたトークンのリストをページ分割するための継続トークン。リストの現在のセグメントが最後の
セグメントではない場合に返されます。
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エラー
• EntityNotFoundException
• OperationTimeoutException
• InvalidInputException

クローラースケジューラ API
クローラースケジューラ API では、AWS Glue クローラーのデータ型と、クローラーを作成、削除、更
新、および一覧表示するための API について説明します。

データ型
• Schedule 構造 (p. 850)

Schedule 構造
cron ステートメントを使用してイベントをスケジュールするスケジューリングオブジェクト。

フィールド
• ScheduleExpression – UTF-8 文字列。
スケジュールを指定するために使用される cron 式 (ジョブとクローラーの時間ベースのスケジュールを
参照してください。) たとえば、毎日 12:15 UTC に何かを実行するには、cron(15 12 * * ? *) を
指定します。
• State – UTF-8 文字列 (有効な値: SCHEDULED | NOT_SCHEDULED | TRANSITIONING)。
スケジュールの状態。

操作
• UpdateCrawlerSchedule アクション (Python: update_crawler_schedule) (p. 850)
• StartCrawlerSchedule アクション (Python: start_crawler_schedule) (p. 851)
• StopCrawlerSchedule アクション (Python: stop_crawler_schedule) (p. 851)

UpdateCrawlerSchedule アクション (Python:
update_crawler_schedule)
cron 式を使用してクローラーのスケジュールを更新します。

リクエスト
• CrawlerName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、「Single-line string pattern (p. 1036)」に一
致。
スケジュールを更新するクローラーの名前。
• Schedule – UTF-8 文字列。
スケジュールを指定するために使用される更新された cron 式 (ジョブとクローラーの時間ベースのスケ
ジュールを参照)。たとえば、毎日 12:15 UTC に何かを実行するには、cron(15 12 * * ? *) を指定
します。
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応答
• 応答パラメータはありません。

エラー
• EntityNotFoundException
• InvalidInputException
• VersionMismatchException
• SchedulerTransitioningException
• OperationTimeoutException

StartCrawlerSchedule アクション (Python:
start_crawler_schedule)
クローラーがすでに実行中、またはスケジュールの状態がすでに SCHEDULED でなければ、指定されたク
ローラーのスケジュールの状態を SCHEDULED に変更します。

リクエスト
• CrawlerName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、「Single-line string pattern (p. 1036)」に一
致。
スケジュールするクローラーの名前。

応答
• 応答パラメータはありません。

エラー
• EntityNotFoundException
• SchedulerRunningException
• SchedulerTransitioningException
• NoScheduleException
• OperationTimeoutException

StopCrawlerSchedule アクション (Python:
stop_crawler_schedule)
指定されたクローラーのスケジュールの状態を NOT_SCHEDULED に設定しますが、クローラーがすでに実
行中の場合は停止されません。

リクエスト
• CrawlerName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、「Single-line string pattern (p. 1036)」に一
致。
スケジュールの状態を設定するクローラーの名前。
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応答
• 応答パラメータはありません。

エラー
• EntityNotFoundException
• SchedulerNotRunningException
• SchedulerTransitioningException
• OperationTimeoutException

ETL スクリプト API の自動生成
ETL スクリプト生成 API では、AWS Glue で ETL スクリプトを生成するためのデータ型と API について
説明します。

データ型
• CodeGenNode 構造 (p. 852)
• CodeGenNodeArg 構造 (p. 852)
• CodeGenEdge 構造 (p. 853)
• 場所の構造 (p. 853)
• CatalogEntry 構造 (p. 853)
• MappingEntry 構造 (p. 854)

CodeGenNode 構造
Directed Acyclic Graph (DAG) でノードを表す

フィールド
• Id – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Identifier string pattern (p. 1036) に一致。
ノードのグラフ内で一意のノード識別子。
• NodeType – 必須: UTF-8 文字列。
このノードのタイプ。
• Args – 必須: CodeGenNodeArg (p. 852) オブジェクトの配列。構造 50 個以下。
ノードのプロパティ、名前と値のペアの形式。
• LineNumber – 数値 (整数)。
ノードの行数。

CodeGenNodeArg 構造
ノードの引数またはプロパティ。
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フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列。
引数またはプロパティの名前。
• Value – 必須: UTF-8 文字列。
引数またはプロパティの値。
• Param – ブール。
値がパラメータとして使用される場合は True。

CodeGenEdge 構造
Directed Acyclic Graph (DAG) で方向のエッジを表します。

フィールド
• Source – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Identifier string pattern (p. 1036) に一致。
エッジが始まるノードの ID。
• Target – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Identifier string pattern (p. 1036) に一致。
エッジが終了するノードの ID。
• TargetParameter – UTF-8 文字列。
エッジのターゲット。

場所の構造
リソースの場所。

フィールド
• Jdbc – CodeGenNodeArg (p. 852) オブジェクトの配列。構造 50 個以下。
JDBC の場所。
• S3 – CodeGenNodeArg (p. 852) オブジェクトの配列。構造 50 個以下。
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) の場所。
• DynamoDB – CodeGenNodeArg (p. 852) オブジェクトの配列。構造 50 個以下。
Amazon DynamoDB テーブルの場所。

CatalogEntry 構造
AWS Glue Data Catalog でテーブル定義を指定します。

フィールド
• DatabaseName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
テーブルメタデータが存在するデータベース。
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• TableName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
該当するテーブルの名前。

MappingEntry 構造
マッピングを定義します。

フィールド
• SourceTable – UTF-8 文字列。
ソーステーブルの名前。
• SourcePath – UTF-8 文字列。
ソースパス。
• SourceType – UTF-8 文字列。
ソースタイプ。
• TargetTable – UTF-8 文字列。
ターゲットテーブル。
• TargetPath – UTF-8 文字列。
ターゲットパス。
• TargetType – UTF-8 文字列。
ターゲットのタイプ。

操作
• CreateScript アクション (Python: create_script) (p. 854)
• GetDataflowGraph アクション (Python: get_dataflow_graph) (p. 855)
• GetMapping アクション (Python: get_mapping) (p. 855)
• GetPlan アクション (Python: get_plan) (p. 856)

CreateScript アクション (Python: create_script)
Directed Acyclic Graph (DAG) をコードに変換します。

リクエスト
• DagNodes – CodeGenNode (p. 852) オブジェクトの配列。
DAG 内のノードのリスト。
• DagEdges – CodeGenEdge (p. 853) オブジェクトの配列。
DAG 内のエッジのリスト。
• Language – UTF-8 文字列 (有効な値: PYTHON | SCALA)。
DAG から生成されたコードのプログラミング言語。
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応答
• PythonScript – UTF-8 文字列。
DAG から生成された Python スクリプト。
• ScalaCode – UTF-8 文字列。
DAG から生成された Scala コード。

エラー
• InvalidInputException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException

GetDataflowGraph アクション (Python:
get_dataflow_graph)
Python スクリプトを Directed Acyclic Graph (DAG) に変換します。

リクエスト
• PythonScript – UTF-8 文字列。
変換する Python スクリプト。

応答
• DagNodes – CodeGenNode (p. 852) オブジェクトの配列。
結果の DAG 内のノードのリスト。
• DagEdges – CodeGenEdge (p. 853) オブジェクトの配列。
結果の DAG 内のエッジのリスト。

エラー
• InvalidInputException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException

GetMapping アクション (Python: get_mapping)
マッピングを作成します。

リクエスト
• Source – 必須: CatalogEntry (p. 853) オブジェクト。
ソーステーブルを指定します。
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• Sinks – CatalogEntry (p. 853) オブジェクトの配列。
ターゲットテーブルのリスト。
• Location – Location (p. 853) オブジェクト。
マッピングのパラメータ。

応答
• Mapping – 必須: MappingEntry (p. 854) オブジェクトの配列。
指定されたターゲットへのマッピングのリスト。

エラー
• InvalidInputException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException
• EntityNotFoundException

GetPlan アクション (Python: get_plan)
指定されたマッピングを実行するコードを取得します。

リクエスト
• Mapping – 必須: MappingEntry (p. 854) オブジェクトの配列。
ソーステーブルからターゲットテーブルへのマッピングのリスト。
• Source – 必須: CatalogEntry (p. 853) オブジェクト。
ソーステーブル。
• Sinks – CatalogEntry (p. 853) オブジェクトの配列。
ターゲットテーブル。
• Location – Location (p. 853) オブジェクト。
マッピングのパラメータ。
• Language – UTF-8 文字列 (有効な値: PYTHON | SCALA)。
マッピングを実行するコードのプログラミング言語。
• AdditionalPlanOptionsMap – キーバリューペアのマップ配列。
各キーは UTF-8 文字列。
各値は UTF-8 文字列。
追加のオプションのキー値パラメータを保持するマップ。
現在、次のキーと値のペアがサポートされています。
• inferSchema – AWS Glue ジョブによって生成されたデフォルトスクリプトの inferSchema の設
定を true にするか false にするかを指定します。例えば、inferSchema を true に設定するには、次
のキーと値のペアを渡します。
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--additional-plan-options-map '{"inferSchema":"true"}'

応答
• PythonScript – UTF-8 文字列。
マッピングを実行する Python スクリプト。
• ScalaCode – UTF-8 文字列。
マッピングを実行する Scala コード。

エラー
• InvalidInputException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException

ビジュアルジョブ API
ビジュアルジョブ API を使用すると、AWS Glue ジョブのビジュアル設定に対応した JSON オブジェクト
から AWS Glue APIを使用して、データ統合ジョブを作成できます。
CodeGenConfigurationNodes のリストは、作成したジョブ用 AWS Glue Studio内のDAG を登録する
ジョブ API の作成または更新用に提供され、関連するコードを生成します。

データ型
• CodeGenConfiguration 構造 (p. 859)
• JDBCConnectorOptions 構造 (p. 862)
• StreamingDataProviewOptions 構造 (p. 863)
• AthenaConnectorSource 構造 (p. 863)
• JDBCConnectorSource 構造 (p. 864)
• SparkConnectorSource 構造 (p. 864)
• CatalogSource 構造 (p. 865)
• MySQLCatalogSource 構造体 (p. 865)
• PostgreSQLCatalogSource 構造体 (p. 865)
• OracleSQLCatalogSource 構造体 (p. 866)
• MicrosoftSQLServerCatalogSource 構造体 (p. 866)
• CatalogKinesisSource 構造 (p. 866)
• DirectKinesisSource 構造 (p. 867)
• KinesisStreamingSourceOptions 構造 (p. 867)
• CatalogKafkaSource 構造 (p. 869)
• DirectKafkaSource 構造 (p. 869)
• KafkaStreamingSourceOptions 構造 (p. 870)
• RedShiftSource 構造 (p. 871)
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• S3CatalogSource 構造 (p. 871)
• GovernedCatalogSource 構造体 (p. 872)
• S3SourceAdditionalOptions 構造 (p. 872)
• S3CsvSource 構造体 (p. 872)
• S3DirectSourceAdditionalOptions 構造体 (p. 874)
• S3JsonSource 構造 (p. 874)
• S3ParquetSource 構造 (p. 875)
• DynamoDBCatalogSource 構造体 (p. 876)
• RelationalCatalogSource 構造体 (p. 877)
• JDBCConnectorTarget 構造 (p. 877)
• SparkConnectorTerg 構造 (p. 878)
• BasicCatalogTerg 構造 (p. 878)
• MySQLCatalogTarget 構造体 (p. 879)
• PostgreSQLCatalogTarget 構造体 (p. 879)
• OracleSQLCatalogTarget 構造体 (p. 879)
• MicrosoftSQLServerCatalogTarget 構造体 (p. 880)
• RedShiftTarget 構造 (p. 880)
• UpsertRedshiftTargetOptions 構造体 (p. 881)
• S3CatalogTarget 構造 (p. 881)
• GovernedCatalogTarget 構造体 (p. 881)
• S3GlueParquetTarget 構造 (p. 882)
• CatalogSchemaChangePolicy 構造 (p. 882)
• S3directTarget 構造 (p. 883)
• DirectSchemaChangePolicy 構造 (p. 883)
• ApplyMapping 構造 (p. 884)
• Mapping 構造 (p. 884)
• SelectFields 構造 (p. 885)
• DropFields 構造 (p. 885)
• RenameField 構造 (p. 885)
• スピゴット構造 (p. 886)
• Join 構造 (p. 886)
• JoinColumn 構造 (p. 887)
• SplitFields 構造 (p. 887)
• SelectFromCollection 構造 (p. 887)
• FillMissingValues 構造 (p. 888)
• Filter 構造 (p. 888)
• FilterExpression 構造 (p. 888)
• FilterValue 構造 (p. 889)
• CustomCode 構造 (p. 889)
• SparkSQL 構造 (p. 889)
• SqlAlias 構造 (p. 890)
• DropNullFields 構造 (p. 890)
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• NullCheckboxList 構造 (p. 891)
• NullValueField 構造 (p. 891)
• Datatype 構造 (p. 891)
• Merge 構造 (p. 891)
• DropDuplicates 構造体 (p. 892)
• Union 構造 (p. 892)
• PIIDetection 構造体 (p. 892)
• Aggregate 構造体 (p. 893)
• GlueSchema 構造体 (p. 894)
• GlueStudioSchemaColumn 構造体 (p. 894)
• GlueStudioColumn 構造体 (p. 894)

CodeGenConfiguration 構造
CodeGenConfigurationNode は、すべての有効なノードタイプを列挙します。そのメンバー変数は 1
つしか入力できません。

フィールド
• AthenaConnectorSource – AthenaConnectorSource (p. 863) オブジェクト。
Amazon Athena データソースへのコネクタを指定します。
• JDBCConnectorSource – jdbcConnectorSource (p. 864) オブジェクト。
JDBC データソースへのコネクタを指定します。
• SparkConnectorSource – SparkConnectorSource (p. 864) オブジェクト。
Apache Spark データソースへのコネクタを指定します。
• CatalogSource – CatalogSource (p. 865) オブジェクト。
AWS Glue データカタログでデータストアを指定します。
• RedshiftSource – RedShiftSource (p. 871) オブジェクト。
Amazon Redshift データストアを指定します。
• S3CatalogSource – S3CatalogSource (p. 871) オブジェクト。
AWS Glue データカタログで Amazon S3 データストアを指定します。
• S3CsvSource – S3CsvSource (p. 872) オブジェクト。
Amazon S3 に格納されているコマンド区切り値 (CSV) データストアを指定します。
• S3JsonSource – S3jsonSource (p. 874) オブジェクト。
Amazon S3 の JSON データストアを指定します。
• S3ParquetSource – S3parquetSource (p. 875) オブジェクト。
Amazon S3 に保存されている Apache Parquet データストアを指定します。
• JDBCConnectorTarget – jdbcConnectorTarget (p. 877) オブジェクト。
Apache Parquet 列指向ストレージで Amazon S3 に書き込むデータターゲットを指定します。
• SparkConnectorTarget – SparkConnectorTarget (p. 878) オブジェクト。
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Apache Spark コネクタを使用するターゲットを指定します。
• CatalogTarget – BasicCatalogTarget (p. 878) オブジェクト。
AWS Glue データカタログテーブルを使用するターゲットを指定します。
• RedshiftTarget – RedshiftTarget (p. 880) オブジェクト。
Amazon Redshift を使用するターゲットを指定します。
• S3CatalogTarget – S3CatalogTarget (p. 881) オブジェクト。
AWS Glue データカタログを使用して Amazon S3 に書き込むデータターゲットを指定します。
• S3GlueParquetTarget – S3GlueParquetTarget (p. 882) オブジェクト。
Apache Parquet 列指向ストレージで Amazon S3 に書き込むデータターゲットを指定します。
• S3DirectTarget – S3directTarget (p. 883) オブジェクト。
Amazon S3 に書き込むデータターゲットを指定します。
• ApplyMapping – ApplyMapping (p. 884) オブジェクト。
データソースのマップデータプロパティキーを、データターゲットのデータプロパティキーに変換指定
します。キーの名前を変更したり、データタイプを変更したり、データセットから削除するキーを選択
できます。
• SelectFields – SelectFields (p. 885) オブジェクト。
保持するデータプロパティキーを選択するトランスフォームを指定します。
• DropFields – DropFields (p. 885) オブジェクト。
削除するデータプロパティキーを選択する変換を指定します。
• RenameField – RenameField (p. 885) オブジェクト。
1 つのデータプロパティキーの名前を変更する変換を指定します。
• Spigot – スピゴット (p. 886) オブジェクト。
Amazon S3 バケットにデータのサンプルを書き込むための変換を指定します。
• Join – Join (p. 886) オブジェクト。
指定したデータプロパティキーの比較フレーズを使用して、2 つのデータセットを 1 つに結合する変換
を指定します。結合タイプは、内部結合、外部結合、左結合、右結合、左半結合、左反結合を使用でき
ます。
• SplitFields – SplitFields (p. 887) オブジェクト。
データプロパティキーを 2 つの DynamicFrames に分割する変換を指定します。出力は
DynamicFrames のコレクションです。一方は選択したデータプロパティキー、他方は残っている方の
データプロパティキーを持ちます。
• SelectFromCollection – SelectFromCollection (p. 887) オブジェクト。
DynamicFrame のコレクションから 1 つの DynamicFrames を選択するトランスフォームを指定しま
す。出力は選択された DynamicFrame です。
• FillMissingValues – FillMissingValues (p. 888) オブジェクト。
変換を使用して、データセット内に欠落値があるレコードを検索し、補完により決定する値を持つ新し
いフィールドを追加します。入力データセットは、欠落値を決定する機械学習モデルのトレーニングに
使用されます。
• Filter – フィルター (p. 888) オブジェクト。
フィルター条件に基づいて、データセットを 2 つに分割する変換を指定します。
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• CustomCode – CustomCode (p. 889) オブジェクト。
データ変換を実行するためにカスタムコードを使用する変換を指定します。結果には、DynamicFrames
のコレクションが出力されます。
• SparkSQL – SparkSQL (p. 889) オブジェクト。
データを変換するためにSpark SQL 構文を使用して、SQL クエリを入力する変換を指定します。出力
は、単一の DynamicFrame です。
• DirectKinesisSource – DirectKinesisSource (p. 867) オブジェクト。
Amazon Kinesis の直接データソースを指定します。
• DirectKafkaSource – DirectKafkaSource (p. 869) オブジェクト。
Apache Kafka データストアを指定します。
• CatalogKinesisSource – CatalogKinesisSource (p. 866) オブジェクト。
AWS Glue データカタログで Kinesis データソースを指定します。
• CatalogKafkaSource – CatalogKafkaSource (p. 869) オブジェクト。
データカタログで Apache Kafka データストアを指定します。
• DropNullFields – DropNullFields (p. 890) オブジェクト。
列のすべての値がNullである場合に、データセットから列を削除する変換を指定します。デフォルトで
は、AWS Glue Studioは null オブジェクトを認識しますが、空の文字列、Nullが 1 の整数、または 0 な
どのプレースホルダなどの文字列では、自動的に「null」として認識されません。
• Merge – Merge (p. 891) オブジェクト。
レコードを識別するために、DynamicFrame プライマリキーに基づく DynamicFrame ステージングに
結合変換を指定します。重複レコード（同じプライマリキーを持つレコード）は重複除外されません。
• Union – Union (p. 892) オブジェクト。
2 つ以上のデータセットの行を 1 つの結果に結合する変換を指定します。
• PIIDetection – PIIDetection (p. 892) オブジェクト。
PII データを識別、削除、またはマスクする変換を指定します。
• Aggregate – Aggregate (p. 893) オブジェクト。
選択したフィールドによって行をグループ化し、指定された関数を使用して集計値を計算する変換を指
定します。
• DropDuplicates – DropDuplicates (p. 892) オブジェクト。
繰り返しデータの行をデータセットから削除する変換を指定します。
• GovernedCatalogTarget – GovernedCatalogTarget (p. 881) オブジェクト。
管理されたカタログに書き込むデータターゲットを指定します。
• GovernedCatalogSource – GovernedCatalogSource (p. 872) オブジェクト。
管理された Data Catalog 内のデータソースを指定します。
• MicrosoftSQLServerCatalogSource – MicrosoftSQLServerCatalogSource (p. 866) オブジェク
ト。
AWS Glue Data Catalog 内の Microsoft SQL Server データソースを指定します。
• MySQLCatalogSource – MySQLCatalogSource (p. 865) オブジェクト。
AWS Glue Data Catalog 内の MySQL データソースを指定します。
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• OracleSQLCatalogSource – OracleSQLCatalogSource (p. 866) オブジェクト。
AWS Glue Data Catalog 内の Oracle データソースを指定します。
• PostgreSQLCatalogSource – PostgreSQLCatalogSource (p. 865) オブジェクト。
AWS Glue Data Catalog 内の PostgresSQL データソースを指定します。
• MicrosoftSQLServerCatalogTarget – MicrosoftSQLServerCatalogTarget (p. 880) オブジェク
ト。
Microsoft SQL を使用するターゲットを指定します。
• MySQLCatalogTarget – MySQLCatalogTarget (p. 879) オブジェクト。
MySQL を使用するターゲットを指定します。
• OracleSQLCatalogTarget – OracleSQLCatalogTarget (p. 879) オブジェクト。
Oracle SQL を使用するターゲットを指定します。
• PostgreSQLCatalogTarget – PostgreSQLCatalogTarget (p. 879) オブジェクト。
Postgres SQL を使用するターゲットを指定します。

JDBCConnectorOptions 構造
コネクタの追加接続オプション。

フィールド
• FilterPredicate– UTF-8 文字列、「Custom string pattern #30 (p. 1036)」に一致。
ソースからのデータをフィルタリングする追加の条件句。例:
BillingCity='Mountain View'
テーブル名の代わりにクエリを使用する場合は、指定された filterPredicate でクエリが動作するこ
とを確認します。
• PartitionColumn– UTF-8 文字列、「Custom string pattern #30 (p. 1036)」に一致。
パーティション化に使用される整数カラムの名前を示す文字列。このオプション
は、lowerBound、upperBound、および numPartitions に含まれている場合にのみ機能します。こ
のオプションの機能は、Spark SQL JDBC リーダーのものと同様です。
• LowerBound – 数値 (long)。None 以下。
パーティションストライドを決定するために使用される partitionColumn の最小値を示す整数。
• UpperBound – 数値 (long)。None 以下。
パーティションストライドを決定するために使用される partitionColumn の最大値を示す整数。
• NumPartitions – 数値 (long)。None 以下。
ターゲットパーティション数。この値は、(範囲に含まれる) lowerBound と (範囲に含まれない)
upperBound とともに使用され、partitionColumn の分割で使用するために生成された WHERE 句の
式のための、パーティションストライドを形成します。
• JobBookmarkKeys – UTF-8 文字列の配列。
ソートするジョブブックマークキーの名前。
• JobBookmarkKeysSortOrder– UTF-8 文字列、「Custom string pattern #30 (p. 1036)」に一致。
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昇順または降順のソート順を指定します。
• DataTypeMapping – キーバリューペアのマップ配列。
各キーは UTF-8 文字列です。 (有効な値: ARRAY | BIGINT | BINARY | BIT | BLOB | BOOLEAN | CHAR
| CLOB | DATALINK | DATE | DECIMAL | DISTINCT | DOUBLE | FLOAT | INTEGER | JAVA_OBJECT
| LONGNVARCHAR | LONGVARBINARY | LONGVARCHAR | NCHAR | NCLOB | NULL | NUMERIC |
NVARCHAR | OTHER | REAL | REF | REF_CURSOR | ROWID | SMALLINT | SQLXML | STRUCT | TIME |
TIME_WITH_TIMEZONE | TIMESTAMP | TIMESTAMP_WITH_TIMEZONE | TINYINT | VARBINARY |
VARCHAR )
各値は UTF-8 文字列です (有効な値: DATE | STRING | TIMESTAMP | INT | FLOAT | LONG | BIGDECIMAL |
BYTE | SHORT | DOUBLE)。
JDBC データタイプ から AWS Glue データタイプに対するマッピングを構築する、カスタ
ムのデータタイプマッピング。例えば、オプションはドライバーの "dataTypeMapping":
{"FLOAT":"STRING"} メソッドを呼び出すことで、JDBC タイプの FLOAT データフィールドを Java
String 型に ResultSet.getString() マップし、それを使用して AWS Glue レコード を構築しま
す。ResultSet オブジェクトは各ドライバによって実装されるため、その動作は使用するドライバに
より決定されます。ドライバによる変換の実行方法については、JDBC ドライバのドキュメントを参照
してください。

StreamingDataProviewOptions 構造
データのサンプルを表示するためのデータプレビューに関連するオプションを指定します。

フィールド
• PollingTime – 10 以上の数値 (long)。
ミリ秒単位のポーリング時間。
• RecordPollingLimit – 1 以上の数値 (long)。
ポーリングされるレコード数の制限。

AthenaConnectorSource 構造
Amazon Athena データソースへのコネクタを指定します。

フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #33 (p. 1037) に一致。
データソースの名前。
• ConnectionName – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #30 (p. 1036) に一致。
コネクタに関連付けられている接続の名前。
• ConnectorName – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #30 (p. 1036) に一致。
AWS Glue Stuido のデータストアへのアクセスを支援するコネクタの名前。
• ConnectionType – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #30 (p. 1036) に一致。
Amazon Athena データストアへの接続を指定する marketplace.athena や custom.athena など接続のタ
イプ。
• ConnectionTable– UTF-8 文字列、「Custom string pattern #31 (p. 1036)」に一致。
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データソース内のテーブルの名前。
• SchemaName – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #30 (p. 1036) に一致。
読み取り元となる Cloudwatch ロググループの名前。例えば、/aws-glue/jobs/output です。
• OutputSchemas – GlueSchema (p. 894) オブジェクトの配列。
カスタム Athena ソース用のデータスキーマを指定します。

JDBCConnectorSource 構造
JDBC データソースへのコネクタを指定します。

フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #33 (p. 1037) に一致。
データソースの名前。
• ConnectionName – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #30 (p. 1036) に一致。
コネクタに関連付けられている接続の名前。
• ConnectorName – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #30 (p. 1036) に一致。
AWS Glue Stuido のデータストアへのアクセスを支援するコネクタの名前。
• ConnectionType – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #30 (p. 1036) に一致。
JDBC データストアへの接続を指定する marketplace.jdbc や custom.jdbc など接続のタイプ。
• AdditionalOptions – jdbcConnector オプション (p. 862) オブジェクト。
コネクタの追加接続オプション。
• ConnectionTable– UTF-8 文字列、「Custom string pattern #31 (p. 1036)」に一致。
データソース内のテーブルの名前。
• Query– UTF-8 文字列、「Custom string pattern #32 (p. 1036)」に一致。
データを取得するテーブルまたは SQL クエリ。ConnectionTable または query を指定できます。両
方を指定することはできません。
• OutputSchemas – GlueSchema (p. 894) オブジェクトの配列。
カスタム JDBC ソース用のデータスキーマを指定します。

SparkConnectorSource 構造
Apache Spark データソースへのコネクタを指定します。

フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #33 (p. 1037) に一致。
データソースの名前。
• ConnectionName – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #30 (p. 1036) に一致。
コネクタに関連付けられている接続の名前。
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• ConnectorName – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #30 (p. 1036) に一致。
AWS Glue Stuido のデータストアへのアクセスを支援するコネクタの名前。
• ConnectionType – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #30 (p. 1036) に一致。
Apache Spark データストアへの接続を指定する marketplace.spark や custom.spark などの接続のタイ
プ。
• AdditionalOptions – キーバリューペアのマップ配列。
各キーは、Custom string pattern #30 (p. 1036) に適合する UTF-8 文字列です。
各値は、Custom string pattern #30 (p. 1036) に適合する UTF-8 文字列です。
コネクタの追加接続オプション。
• OutputSchemas – GlueSchema (p. 894) オブジェクトの配列。
カスタム Spark ソース用のデータスキーマを指定します。

CatalogSource 構造
AWS Glue データカタログでデータストアを指定します。

フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #33 (p. 1037) に一致。
データストアの名前。
• Database – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #30 (p. 1036) に一致。
読み取りデータベースの名前。
• Table – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #30 (p. 1036) に一致。
読み取りデータベースのテーブルの名前。

MySQLCatalogSource 構造体
AWS Glue Data Catalog 内の MySQL データソースを指定します。

フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #33 (p. 1037) に一致。
データソースの名前。
• Database – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #30 (p. 1036) に一致。
読み取りデータベースの名前。
• Table – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #30 (p. 1036) に一致。
読み取りデータベースのテーブルの名前。

PostgreSQLCatalogSource 構造体
AWS Glue Data Catalog 内の PostgresSQL データソースを指定します。
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フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #33 (p. 1037) に一致。
データソースの名前。
• Database – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #30 (p. 1036) に一致。
読み取りデータベースの名前。
• Table – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #30 (p. 1036) に一致。
読み取りデータベースのテーブルの名前。

OracleSQLCatalogSource 構造体
AWS Glue Data Catalog 内の Oracle データソースを指定します。

フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #33 (p. 1037) に一致。
データソースの名前。
• Database – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #30 (p. 1036) に一致。
読み取りデータベースの名前。
• Table – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #30 (p. 1036) に一致。
読み取りデータベースのテーブルの名前。

MicrosoftSQLServerCatalogSource 構造体
AWS Glue Data Catalog 内の Microsoft SQL Server データソースを指定します。

フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #33 (p. 1037) に一致。
データソースの名前。
• Database – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #30 (p. 1036) に一致。
読み取りデータベースの名前。
• Table – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #30 (p. 1036) に一致。
読み取りデータベースのテーブルの名前。

CatalogKinesisSource 構造
AWS Glue データカタログで Kinesis データソースを指定します。

フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #33 (p. 1037) に一致。
データソースの名前。
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• WindowSize – 数値 (整数)、None 以下。
各マイクロバッチの処理にかかる時間。
• DetectSchema – ブール。
受信データからスキーマを自動的に決定するかどうか。
• Table – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #30 (p. 1036) に一致。
読み取りデータベースのテーブルの名前。
• Database – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #30 (p. 1036) に一致。
読み取りデータベースの名前。
• StreamingOptions – KinesisStreamingSourceOptions (p. 867) オブジェクト。
Kinesis ストリーミングデータソースの追加オプション。
• DataPreviewOptions – StreamingDataPreviewOptions (p. 863) オブジェクト。
データプレビューの追加オプション。

DirectKinesisSource 構造
Amazon Kinesis の直接データソースを指定します。

フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #33 (p. 1037) に一致。
データソースの名前。
• WindowSize – 数値 (整数)、None 以下。
各マイクロバッチの処理にかかる時間。
• DetectSchema – ブール。
受信データからスキーマを自動的に決定するかどうか。
• StreamingOptions – KinesisStreamingSourceOptions (p. 867) オブジェクト。
Kinesis ストリーミングデータソースの追加オプション。
• DataPreviewOptions – StreamingDataPreviewOptions (p. 863) オブジェクト。
データプレビューの追加オプション。

KinesisStreamingSourceOptions 構造
Amazon Kinesis ストリーミングデータソースの追加オプション。

フィールド
• EndpointUrl– UTF-8 文字列、「Custom string pattern #30 (p. 1036)」に一致。
Kinesis エンドポイントの URL。
• StreamName– UTF-8 文字列、「Custom string pattern #30 (p. 1036)」に一致。
Kinesis データストリームの名前。
• Classification– UTF-8 文字列、「Custom string pattern #30 (p. 1036)」に一致。
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オプションの分類。
• Delimiter– UTF-8 文字列、「Custom string pattern #30 (p. 1036)」に一致。
区切り記号文字を指定します。
• StartingPosition – UTF-8 文字列 (有効な値: latest="LATEST" |
trim_horizon="TRIM_HORIZON" | earliest="EARLIEST")。
Kinesis データストリーム内の、データの読み取り開始位置。使用できる値は
"latest"、"trim_horizon"、または "earliest" です。デフォルト値は "latest" です。
• MaxFetchTimeInMs – 数値 (long)。None 以下。
ジョブエグゼキュータが、シャードごとの Kinesis データストリームからレコードを取得するのに費や
した最大時間。ミリ秒 (ms) 単位で表示します。デフォルト値は 1000 です。
• MaxFetchRecordsPerShard – 数値 (long)。None 以下。
Kinesis データストリームのシャードごとの、フェッチするレコードの最大数。デフォルト値は 100000
です。
• MaxRecordPerRead – 数値 (long)。None 以下。
各 getRecords オペレーションごとに、Kinesis データストリームからフェッチするレコードの最大数。
デフォルト値は 10000 です。
• AddIdleTimeBetweenReads – ブール。
2 つの連続する getRecords オペレーション間の遅延時間を追加します。デフォルト値は "False" で
す。このオプションは、Glue バージョン 2.0 以降でのみ設定可能です。
• IdleTimeBetweenReadsInMs – 数値 (long)。None 以下。
2 つの連続する getRecords オペレーション間での、最短の遅延時間 (ミリ秒単位で指定)。デフォルト値
は 1000 です。このオプションは、Glue バージョン 2.0 以降でのみ設定可能です。
• DescribeShardInterval – 数値 (long)。None 以下。
スクリプトが呼び出す 2 つの ListShards API コール間での、再シャーディングを考慮すべき最小時間。
デフォルト値は 1s です。
• NumRetries – 数値 (整数)、None 以下。
Kinesis Data Streams API リクエストを再試行する最大の回数。デフォルト値は 3 です。
• RetryIntervalMs – 数値 (long)。None 以下。
Kinesis Data Streams API 呼び出しを再試行するまでのクールオフ期間 (ミリ秒単位で指定)。デフォル
ト値は 1000 です。
• MaxRetryIntervalMs – 数値 (long)。None 以下。
再試行で 2 つの Kinesis Data Streams API を呼び出す間の最大クールオフ期間 (ミリ秒単位で指定)。デ
フォルト値は 10000 です。
• AvoidEmptyBatches – ブール。
バッチ処理を開始する前に、Kinesis データストリームで未読のデータをチェックすることで、空のマイ
クロバッチジョブを作成しないようにします。デフォルト値は "False" です。
• StreamArn– UTF-8 文字列、「Custom string pattern #30 (p. 1036)」に一致。
Kinesis Data Streams の Amazon リソースネーム (ARN)。
• RoleArn– UTF-8 文字列、「Custom string pattern #30 (p. 1036)」に一致。
AWS Security Token Service (AWS STS) の使用を引き受けるロールの、Amazon リソースネーム
(ARN)。このロールには、Kinesis データストリームのレコードの説明操作または読み取り操作の権限が

868

AWS Glue デベロッパーガイド
CatalogKafkaSource

必要です。このパラメーターは、別のアカウントのデータストリームにアクセスするときに使用する必
要があります。"awsSTSSessionName" と組み合わせて使用します。
• RoleSessionName– UTF-8 文字列、「Custom string pattern #30 (p. 1036)」に一致。
AWS STS を使用するロールを引き受ける、セッションの識別子。このパラメーターは、別のアカウン
トのデータストリームにアクセスするときに使用する必要があります。"awsSTSRoleARN" と組み合わ
せて使用します。

CatalogKafkaSource 構造
データカタログで Apache Kafka データストアを指定します。

フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #33 (p. 1037) に一致。
データストアの名前。
• WindowSize – 数値 (整数)、None 以下。
各マイクロバッチの処理にかかる時間。
• DetectSchema – ブール。
受信データからスキーマを自動的に決定するかどうか。
• Table – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #30 (p. 1036) に一致。
読み取りデータベースのテーブルの名前。
• Database – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #30 (p. 1036) に一致。
読み取りデータベースの名前。
• StreamingOptions – KafkaStreamingSourceOptions (p. 870) オブジェクト。
ストリーミングオプションを指定します。
• DataPreviewOptions – StreamingDataPreviewOptions (p. 863) オブジェクト。
データのサンプルを表示するためのデータプレビューに関連するオプションを指定します。

DirectKafkaSource 構造
Apache Kafka データストアを指定します。

フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #33 (p. 1037) に一致。
データストアの名前。
• StreamingOptions – KafkaStreamingSourceOptions (p. 870) オブジェクト。
ストリーミングオプションを指定します。
• WindowSize – 数値 (整数)、None 以下。
各マイクロバッチの処理にかかる時間。
• DetectSchema – ブール。
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受信データからスキーマを自動的に決定するかどうか。
• DataPreviewOptions – StreamingDataPreviewOptions (p. 863) オブジェクト。
データのサンプルを表示するためのデータプレビューに関連するオプションを指定します。

KafkaStreamingSourceOptions 構造
ストリーミングの追加オプション。

フィールド
• BootstrapServers– UTF-8 文字列、「Custom string pattern #30 (p. 1036)」に一致。
ブートストラップサーバーの URL のリスト (例: b-1.vpc-test-2.o4q88o.c6.kafka.useast-1.amazonaws.com:9094)。このオプションは API 呼び出しで指定するか、 Data Catalog 内の
テーブルメタデータで定義する必要があります。
• SecurityProtocol– UTF-8 文字列、「Custom string pattern #30 (p. 1036)」に一致。
ブローカーと通信するために使用されるプロトコル。使用できる値は、"SSL" または "PLAINTEXT" で
す。
• ConnectionName– UTF-8 文字列、「Custom string pattern #30 (p. 1036)」に一致。
コレクションの名前。
• TopicName– UTF-8 文字列、「Custom string pattern #30 (p. 1036)」に一致。
Apache Kafka で指定されたトピック名。少なくくとも
"topicName"、"assign"、"subscribePattern" の内いずれかを指定する必要があります。
• Assign– UTF-8 文字列、「Custom string pattern #30 (p. 1036)」に一致。
消費する特有の TopicPartitions。少なくくとも
"topicName"、"assign"、"subscribePattern" の内いずれかを指定する必要があります。
• SubscribePattern– UTF-8 文字列、「Custom string pattern #30 (p. 1036)」に一致。
サブスクライブする先のトピックリストを識別する Java の正規表現文字列。少なくくとも
"topicName"、"assign"、"subscribePattern" の内いずれかを指定する必要があります。
• Classification– UTF-8 文字列、「Custom string pattern #30 (p. 1036)」に一致。
オプションの分類。
• Delimiter– UTF-8 文字列、「Custom string pattern #30 (p. 1036)」に一致。
区切り記号文字を指定します。
• StartingOffsets– UTF-8 文字列、「Custom string pattern #30 (p. 1036)」に一致。
Kafka トピック内で、データの読み取りを開始する位置 使用できる値は、"earliest" または
"latest" です。デフォルト値は "latest" です。
• EndingOffsets– UTF-8 文字列、「Custom string pattern #30 (p. 1036)」に一致。
バッチクエリの終了位置。設定が可能な値は、"latest" または、各 TopicPartition の終了オフ
セットを指定する JSON 文字列のいずれかです。
• PollTimeoutMs – 数値 (long)。None 以下。
Spark ジョブエグゼキュータで、Kafka からデータをポーリングする際のタイムアウト値 (ミリ秒単
位)。デフォルト値は 512 です。
• NumRetries – 数値 (整数)、None 以下。
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Kafka オフセットのフェッチが失敗したと判断される前の再試行回数。デフォルト値は 3 です。
• RetryIntervalMs – 数値 (long)。None 以下。
Kafka オフセットのフェッチを開始するまでの待機時間 (ミリ秒)。デフォルト値は 10 です。
• MaxOffsetsPerTrigger – 数値 (long)。None 以下。
処理されるオフセットの最大数を、トリガー間隔ごとのレート上限で指定する値。指定されたオフセッ
トの合計数は、異なるボリュームの topicPartitions 間で均等に分割されます。デフォルト値は
「null」です。この場合、コンシューマーは既知の最新のオフセットまで、すべてのオフセットを読み取
ります。
• MinPartitions – 数値 (整数)、None 以下。
Kafka から読み取ることを想定する、最小のパーティション数。デフォルト値は「null」です。これ
は、Spark パーティションの数が Kafka パーティションの数に等しいことを意味します。

RedShiftSource 構造
Amazon Redshift データストアを指定します。

フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #33 (p. 1037) に一致。
Amazon Redshift データストアの名前。
• Database – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #30 (p. 1036) に一致。
読み込むデータベース。
• Table – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #30 (p. 1036) に一致。
読み取り元のデータベーステーブル。
• RedshiftTmpDir– UTF-8 文字列、「Custom string pattern #30 (p. 1036)」に一致。
データベースからコピーするときに一時データをステージングできる Amazon S3 パス。
• TmpDirIAMRole– UTF-8 文字列、「Custom string pattern #30 (p. 1036)」に一致。
アクセス許可を持つ IAM ロール。

S3CatalogSource 構造
AWS Glue データカタログで Amazon S3 データストアを指定します。

フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #33 (p. 1037) に一致。
データストアの名前。
• Database – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #30 (p. 1036) に一致。
読み込むデータベース。
• Table – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #30 (p. 1036) に一致。
読み取り元のデータベーステーブル。
• PartitionPredicate– UTF-8 文字列、「Custom string pattern #30 (p. 1036)」に一致。
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この述語を満たすパーティションは削除されます。これらのパーティションの保存期間内のファイルは
削除されません。"" を設定 – デフォルトでは空です。
• AdditionalOptions – S3SourceAdditionalOptions (p. 872) オブジェクト。
追加の接続オプションを指定します。

GovernedCatalogSource 構造体
管理された AWS Glue Data Catalog 内のデータストアを指定します。

フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #33 (p. 1037) に一致。
データストアの名前。
• Database – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #30 (p. 1036) に一致。
読み込むデータベース。
• Table – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #30 (p. 1036) に一致。
読み取り元のデータベーステーブル。
• PartitionPredicate– UTF-8 文字列、「Custom string pattern #30 (p. 1036)」に一致。
この述語を満たすパーティションは削除されます。これらのパーティションの保存期間内のファイルは
削除されません。"" を設定 – デフォルトでは空です。
• AdditionalOptions – S3SourceAdditionalOptions (p. 872) オブジェクト。
追加の接続オプションを指定します。

S3SourceAdditionalOptions 構造
Amazon S3 データストアの追加の接続オプションを指定します。

フィールド
• BoundedSize – 数値 (long 型)。
処理されるバイトのデータセットのターゲットサイズの上限を設定します。
• BoundedFiles – 数値 (long 型)。
処理されるファイルのターゲット数の上限を設定します。

S3CsvSource 構造体
Amazon S3 に格納されているコマンド区切り値 (CSV) データストアを指定します。

フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #33 (p. 1037) に一致。
データストアの名前。
• Paths – 必須: UTF-8 文字列の配列。
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読み取りのソースとなる Amazon S3 パスのリスト。
• CompressionType – UTF-8 文字列 (有効な値: gzip="GZIP" | bzip2="BZIP2")。
データの圧縮方法を指定します。データに標準のファイル拡張子が付いている場合、このオプションは
一般的に不要です。指定できる値は "gzip" および "bzip" です。
• Exclusions – UTF-8 文字列の配列。
除外する Unix スタイルの glob パターンの JSON リストを含む文字列。たとえば、"[\"**.pdf\"]" はすべて
の PDF ファイルを除外します。
• GroupSize– UTF-8 文字列、「Custom string pattern #30 (p. 1036)」に一致。
ターゲットグループのサイズ (バイト単位)。デフォルトは、入力データのサイズとクラスターのサイ
ズに基づいて計算されます。入力ファイルが 50,000 個未満の場合、このオプションを有効にするに
は、"groupFiles" を "inPartition" に設定する必要があります。
• GroupFiles– UTF-8 文字列、「Custom string pattern #30 (p. 1036)」に一致。
入力ファイルが 50,000 個を超える場合、デフォルトでファイルのグループ化が有効化されます。入力
ファイルが 50,000 個未満の場合にグループ化を有効化するには、このパラメータに "inPartition" を設定
します。入力ファイルが 50,000 個を超える場合に、グループ化を無効にするには、このパラメータを
"none" に設定します。
• Recurse – ブール。
true に設定した場合は、指定したパスの下にあるすべてのサブディレクトリ内のファイルを再帰的に読
み取ります。
• MaxBand – 数値 (整数)、None 以下。
このオプションでは、s3 リストの一貫性が認められるまでの期間をミリ秒単位で指定します。Amazon
S3 の結果整合性を担保するために、直前の maxBand ミリ秒以内の変更タイムスタンプが付いたファイ
ルが、特に JobBookmarks の使用時に追跡されます。ほとんどのユーザーはこのオプションを設定する
必要はありません。デフォルトは 900000 ミリ秒 (15 分) です。
• MaxFilesInBand – 数値 (整数)、None 以下。
このオプションは、直前の maxBand 秒間に保存するファイルの最大数を指定します。この数を超えた
場合、余分なファイルはスキップされ、次のジョブ実行時にのみ処理されます。
• AdditionalOptions – S3DirectSourceAdditionalOptions (p. 874) オブジェクト。
追加の接続オプションを指定します。
• Separator – 必須: UTF-8 文字列 (有効な値: comma="COMMA" | ctrla="CTRLA" | pipe="PIPE" |
semicolon="SEMICOLON" | tab="TAB")。
区切り記号文字を指定します。デフォルトではカンマ: "," ですが、他の任意の文字を指定できます。
• Escaper– UTF-8 文字列、「Custom string pattern #31 (p. 1036)」に一致。
エスケープに使用する文字を指定します。このオプションは、CSV ファイルを読み取る場合にのみ使用
します。デフォルト値は none です。有効にすると、直後の文字はそのまま使用されます。ただし、よ
く知られている小さいエスケープセット (\n、\r、\t、\0) を除きます。
• QuoteChar – 必須: UTF-8 文字列 (有効な値: quote="QUOTE" | quillemet="QUILLEMET" |
single_quote="SINGLE_QUOTE" | disabled="DISABLED")。
引用に使用する文字を指定します。デフォルト値は二重引用符 '"' です。これに -1 を設定すると、全
体的に引用が無効になります。
• Multiline – ブール。
単一のレコードが複数行にまたがることができるかどうかを指定するブール値。これが発生するのは、
フィールドに引用符で囲まれた改行文字がある場合などです。複数行にまたがるレコードがある場合
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は、このオプションを True に設定する必要があります。デフォルト値は False であり、解析時により
アグレッシブなファイル分割を可能にします。
• WithHeader – ブール。
最初の行をヘッダーとして扱うかどうかを指定するブール値。デフォルト値は False です。
• WriteHeader – ブール。
ヘッダーを出力に書き込むかどうかを指定するブール値。デフォルト値は True です。
• SkipFirst – ブール。
最初のデータ行をスキップするかどうかを指定するブール値。デフォルト値は False です。
• OptimizePerformance – ブール。
高度な SIMD CSV リーダーで、Apache Arrow ベースの列指向メモリ形式を使用するかどうかを指定す
るブール値。AWS Glue バージョン 3.0 でのみ使用可能
• OutputSchemas – GlueSchema (p. 894) オブジェクトの配列。
S3 CSV ソース用のデータスキーマを指定します。

S3DirectSourceAdditionalOptions 構造体
Amazon S3 データストアの追加の接続オプションを指定します。

フィールド
• BoundedSize – 数値 (long 型)。
処理されるバイトのデータセットのターゲットサイズの上限を設定します。
• BoundedFiles – 数値 (long 型)。
処理されるファイルのターゲット数の上限を設定します。
• EnableSamplePath – ブール。
オプションを設定しサンプルパスを有効にします。
• SamplePath– UTF-8 文字列、「Custom string pattern #30 (p. 1036)」に一致。
有効にした場合は、サンプルパスを指定します。

S3JsonSource 構造
Amazon S3 の JSON データストアを指定します。

フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #33 (p. 1037) に一致。
データストアの名前。
• Paths – 必須: UTF-8 文字列の配列。
読み取りのソースとなる Amazon S3 パスのリスト。
• CompressionType – UTF-8 文字列 (有効な値: gzip="GZIP" | bzip2="BZIP2")。
データの圧縮方法を指定します。データに標準のファイル拡張子が付いている場合、このオプションは
一般的に不要です。指定できる値は "gzip" および "bzip" です。
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• Exclusions – UTF-8 文字列の配列。
除外する Unix スタイルの glob パターンの JSON リストを含む文字列。たとえば、"[\"**.pdf\"]" はすべて
の PDF ファイルを除外します。
• GroupSize– UTF-8 文字列、「Custom string pattern #30 (p. 1036)」に一致。
ターゲットグループのサイズ (バイト単位)。デフォルトは、入力データのサイズとクラスターのサイ
ズに基づいて計算されます。入力ファイルが 50,000 個未満の場合、このオプションを有効にするに
は、"groupFiles" を "inPartition" に設定する必要があります。
• GroupFiles– UTF-8 文字列、「Custom string pattern #30 (p. 1036)」に一致。
入力ファイルが 50,000 個を超える場合、デフォルトでファイルのグループ化が有効化されます。入力
ファイルが 50,000 個未満の場合にグループ化を有効化するには、このパラメータに "inPartition" を設定
します。入力ファイルが 50,000 個を超える場合に、グループ化を無効にするには、このパラメータを
"none" に設定します。
• Recurse – ブール。
true に設定した場合は、指定したパスの下にあるすべてのサブディレクトリ内のファイルを再帰的に読
み取ります。
• MaxBand – 数値 (整数)、None 以下。
このオプションでは、s3 リストの一貫性が認められるまでの期間をミリ秒単位で指定します。Amazon
S3 の結果整合性を担保するために、直前の maxBand ミリ秒以内の変更タイムスタンプが付いたファイ
ルが、特に JobBookmarks の使用時に追跡されます。ほとんどのユーザーはこのオプションを設定する
必要はありません。デフォルトは 900000 ミリ秒 (15 分) です。
• MaxFilesInBand – 数値 (整数)、None 以下。
このオプションは、直前の maxBand 秒間に保存するファイルの最大数を指定します。この数を超えた
場合、余分なファイルはスキップされ、次のジョブ実行時にのみ処理されます。
• AdditionalOptions – S3DirectSourceAdditionalOptions (p. 874) オブジェクト。
追加の接続オプションを指定します。
• JsonPath– UTF-8 文字列、「Custom string pattern #30 (p. 1036)」に一致。
JSON データを定義する JsonPath 文字列。
• Multiline – ブール。
単一のレコードが複数行にまたがることができるかどうかを指定するブール値。これが発生するのは、
フィールドに引用符で囲まれた改行文字がある場合などです。複数行にまたがるレコードがある場合
は、このオプションを True に設定する必要があります。デフォルト値は False であり、解析時により
アグレッシブなファイル分割を可能にします。
• OutputSchemas – GlueSchema (p. 894) オブジェクトの配列。
S3 JSON ソース用のデータスキーマを指定します。

S3ParquetSource 構造
Amazon S3 に保存されている Apache Parquet データストアを指定します。

フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #33 (p. 1037) に一致。
データストアの名前。
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• Paths – 必須: UTF-8 文字列の配列。
読み取りのソースとなる Amazon S3 パスのリスト。
• CompressionType – UTF-8 文字列 (有効な値: snappy="SNAPPY" | lzo="LZO" | gzip="GZIP" |
uncompressed="UNCOMPRESSED" | none="NONE")。
データの圧縮方法を指定します。データに標準のファイル拡張子が付いている場合、このオプションは
一般的に不要です。指定できる値は "gzip" および "bzip" です。
• Exclusions – UTF-8 文字列の配列。
除外する Unix スタイルの glob パターンの JSON リストを含む文字列。たとえば、"[\"**.pdf\"]" はすべて
の PDF ファイルを除外します。
• GroupSize– UTF-8 文字列、「Custom string pattern #30 (p. 1036)」に一致。
ターゲットグループのサイズ (バイト単位)。デフォルトは、入力データのサイズとクラスターのサイ
ズに基づいて計算されます。入力ファイルが 50,000 個未満の場合、このオプションを有効にするに
は、"groupFiles" を "inPartition" に設定する必要があります。
• GroupFiles– UTF-8 文字列、「Custom string pattern #30 (p. 1036)」に一致。
入力ファイルが 50,000 個を超える場合、デフォルトでファイルのグループ化が有効化されます。入力
ファイルが 50,000 個未満の場合にグループ化を有効化するには、このパラメータに "inPartition" を設定
します。入力ファイルが 50,000 個を超える場合に、グループ化を無効にするには、このパラメータを
"none" に設定します。
• Recurse – ブール。
true に設定した場合は、指定したパスの下にあるすべてのサブディレクトリ内のファイルを再帰的に読
み取ります。
• MaxBand – 数値 (整数)、None 以下。
このオプションでは、s3 リストの一貫性が認められるまでの期間をミリ秒単位で指定します。Amazon
S3 の結果整合性を担保するために、直前の maxBand ミリ秒以内の変更タイムスタンプが付いたファイ
ルが、特に JobBookmarks の使用時に追跡されます。ほとんどのユーザーはこのオプションを設定する
必要はありません。デフォルトは 900000 ミリ秒 (15 分) です。
• MaxFilesInBand – 数値 (整数)、None 以下。
このオプションは、直前の maxBand 秒間に保存するファイルの最大数を指定します。この数を超えた
場合、余分なファイルはスキップされ、次のジョブ実行時にのみ処理されます。
• AdditionalOptions – S3DirectSourceAdditionalOptions (p. 874) オブジェクト。
追加の接続オプションを指定します。
• OutputSchemas – GlueSchema (p. 894) オブジェクトの配列。
S3 Parquet ソース用のデータスキーマを指定します。

DynamoDBCatalogSource 構造体
AWS Glue Data Catalog 内の DynamoDB データソースを指定します。

フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #33 (p. 1037) に一致。
データソースの名前。
• Database – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #30 (p. 1036) に一致。
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読み取りデータベースの名前。
• Table – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #30 (p. 1036) に一致。
読み取りデータベースのテーブルの名前。

RelationalCatalogSource 構造体
AWS Glue Data Catalog 内の、リレーショナルデータベースデータソースを指定します。

フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #33 (p. 1037) に一致。
データソースの名前。
• Database – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #30 (p. 1036) に一致。
読み取りデータベースの名前。
• Table – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #30 (p. 1036) に一致。
読み取りデータベースのテーブルの名前。

JDBCConnectorTarget 構造
Apache Parquet 列指向ストレージで Amazon S3 に書き込むデータターゲットを指定します。

フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #33 (p. 1037) に一致。
データターゲットの名前。
• Inputs – 必須: UTF-8 文字列の配列。1 個の文字列。
データターゲットへの入力であるノード。
• ConnectionName – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #30 (p. 1036) に一致。
コネクタに関連付けられている接続の名前。
• ConnectionTable – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #31 (p. 1036) に一致。
データターゲットのテーブルの名前。
• ConnectorName – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #30 (p. 1036) に一致。
使用されるコネクタの名前。
• ConnectionType – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #30 (p. 1036) に一致。
JDBC データターゲットへの接続を指定する marketplace.jdbc や custom.jdbc などの接続のタイプ。
• AdditionalOptions – キーバリューペアのマップ配列。
各キーは、Custom string pattern #30 (p. 1036) に適合する UTF-8 文字列です。
各値は、Custom string pattern #30 (p. 1036) に適合する UTF-8 文字列です。
コネクタの追加接続オプション。
• OutputSchemas – GlueSchema (p. 894) オブジェクトの配列。
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JDBC ターゲット用のデータスキーマを指定します。

SparkConnectorTerg 構造
Apache Spark コネクタを使用するターゲットを指定します。

フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #33 (p. 1037) に一致。
データターゲットの名前。
• Inputs – 必須: UTF-8 文字列の配列。1 個の文字列。
データターゲットへの入力であるノード。
• ConnectionName – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #30 (p. 1036) に一致。
Apache Spark コネクタの接続の名前。
• ConnectorName – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #30 (p. 1036) に一致。
Apache Spark コネクタの名前。
• ConnectionType – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #30 (p. 1036) に一致。
Apache Spark データストアへの接続を指定する marketplace.spark や custom.spark などの接続のタイ
プ。
• AdditionalOptions – キーバリューペアのマップ配列。
各キーは、Custom string pattern #30 (p. 1036) に適合する UTF-8 文字列です。
各値は、Custom string pattern #30 (p. 1036) に適合する UTF-8 文字列です。
コネクタの追加接続オプション。
• OutputSchemas – GlueSchema (p. 894) オブジェクトの配列。
カスタム Spark ターゲット用のデータスキーマを指定します。

BasicCatalogTerg 構造
AWS Glue データカタログテーブルを使用するターゲットを指定します。

フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #33 (p. 1037) に一致。
データターゲットの名前。
• Inputs – 必須: UTF-8 文字列の配列。1 個の文字列。
データターゲットへの入力であるノード。
• Database – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #30 (p. 1036) に一致。
ターゲットとして使用するテーブルを含むデータベース。このデータベースは、Data Catalog に既に存
在している必要があります。
• Table – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #30 (p. 1036) に一致。
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出力データのスキーマを定義するテーブル。このテーブルは、 の Data Catalog に既に存在している必
要があります。

MySQLCatalogTarget 構造体
MySQL を使用するターゲットを指定します。

フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #33 (p. 1037) に一致。
データターゲットの名前。
• Inputs – 必須: UTF-8 文字列の配列。1 個の文字列。
データターゲットへの入力であるノード。
• Database – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #30 (p. 1036) に一致。
書き込むデータベースの名前。
• Table – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #30 (p. 1036) に一致。
書き込むデータベーステーブルの名前。

PostgreSQLCatalogTarget 構造体
Postgres SQL を使用するターゲットを指定します。

フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #33 (p. 1037) に一致。
データターゲットの名前。
• Inputs – 必須: UTF-8 文字列の配列。1 個の文字列。
データターゲットへの入力であるノード。
• Database – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #30 (p. 1036) に一致。
書き込むデータベースの名前。
• Table – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #30 (p. 1036) に一致。
書き込むデータベーステーブルの名前。

OracleSQLCatalogTarget 構造体
Oracle SQL を使用するターゲットを指定します。

フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #33 (p. 1037) に一致。
データターゲットの名前。
• Inputs – 必須: UTF-8 文字列の配列。1 個の文字列。
データターゲットへの入力であるノード。
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• Database – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #30 (p. 1036) に一致。
書き込むデータベースの名前。
• Table – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #30 (p. 1036) に一致。
書き込むデータベーステーブルの名前。

MicrosoftSQLServerCatalogTarget 構造体
Microsoft SQL を使用するターゲットを指定します。

フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #33 (p. 1037) に一致。
データターゲットの名前。
• Inputs – 必須: UTF-8 文字列の配列。1 個の文字列。
データターゲットへの入力であるノード。
• Database – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #30 (p. 1036) に一致。
書き込むデータベースの名前。
• Table – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #30 (p. 1036) に一致。
書き込むデータベーステーブルの名前。

RedShiftTarget 構造
Amazon Redshift を使用するターゲットを指定します。

フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #33 (p. 1037) に一致。
データターゲットの名前。
• Inputs – 必須: UTF-8 文字列の配列。1 個の文字列。
データターゲットへの入力であるノード。
• Database – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #30 (p. 1036) に一致。
書き込むデータベースの名前。
• Table – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #30 (p. 1036) に一致。
書き込むデータベーステーブルの名前。
• RedshiftTmpDir– UTF-8 文字列、「Custom string pattern #30 (p. 1036)」に一致。
データベースからコピーするときに一時データをステージングできる Amazon S3 パス。
• TmpDirIAMRole– UTF-8 文字列、「Custom string pattern #30 (p. 1036)」に一致。
アクセス許可を持つ IAM ロール。
• UpsertRedshiftOptions – UpsertRedshiftTargetOptions (p. 881) オブジェクト。
Redshift ターゲットに書き込む際の upsert 処理を設定するためのオプションセット。
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UpsertRedshiftTargetOptions 構造体
Redshift ターゲットに書き込む際の upsert 処理を設定するオプション。

フィールド
• TableLocation– UTF-8 文字列、「Custom string pattern #30 (p. 1036)」に一致。
Redshift テーブルの物理的な場所。
• ConnectionName– UTF-8 文字列、「Custom string pattern #30 (p. 1036)」に一致。
Redshift に書き込むために使用する接続名。
• UpsertKeys – UTF-8 文字列の配列。
更新または挿入のどちらを実行するかを決定するためのキー。

S3CatalogTarget 構造
AWS Glue データカタログを使用して Amazon S3 に書き込むデータターゲットを指定します。

フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #33 (p. 1037) に一致。
データターゲットの名前。
• Inputs – 必須: UTF-8 文字列の配列。1 個の文字列。
データターゲットへの入力であるノード。
• PartitionKeys – EnclosedInStringProperty メンバーの配列。
UTF-8 文字列の配列。
一連のキーを使用してネイティブパーティショニングを指定します。
• Table – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #30 (p. 1036) に一致。
書き込むデータベーステーブルの名前。
• Database – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #30 (p. 1036) に一致。
書き込むデータベースの名前。
• SchemaChangePolicy – CatalogSchemaChangePolicy (p. 882) オブジェクト。
クローラの更新の動作を指定するポリシー。

GovernedCatalogTarget 構造体
AWS Glue データカタログを使用して Amazon S3 に書き込むデータターゲットを指定します。

フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #33 (p. 1037) に一致。
データターゲットの名前。
• Inputs – 必須: UTF-8 文字列の配列。1 個の文字列。
881

AWS Glue デベロッパーガイド
S3GlueParquetTarget

データターゲットへの入力であるノード。
• PartitionKeys – EnclosedInStringProperty メンバーの配列。
UTF-8 文字列の配列。
一連のキーを使用してネイティブパーティショニングを指定します。
• Table – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #30 (p. 1036) に一致。
書き込むデータベーステーブルの名前。
• Database – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #30 (p. 1036) に一致。
書き込むデータベースの名前。
• SchemaChangePolicy – CatalogSchemaChangePolicy (p. 882) オブジェクト。
管理されたカタログを更新する際の動作を指定するポリシー。

S3GlueParquetTarget 構造
Apache Parquet 列指向ストレージで Amazon S3 に書き込むデータターゲットを指定します。

フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #33 (p. 1037) に一致。
データターゲットの名前。
• Inputs – 必須: UTF-8 文字列の配列。1 個の文字列。
データターゲットへの入力であるノード。
• PartitionKeys – EnclosedInStringProperty メンバーの配列。
UTF-8 文字列の配列。
一連のキーを使用してネイティブパーティショニングを指定します。
• Path – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #30 (p. 1036) に一致。
書き込む単一の Amazon S3 パス。
• Compression – UTF-8 文字列 (有効な値: snappy="SNAPPY" | lzo="LZO" | gzip="GZIP" |
uncompressed="UNCOMPRESSED" | none="NONE")。
データの圧縮方法を指定します。データに標準のファイル拡張子が付いている場合、このオプションは
一般的に不要です。指定できる値は "gzip" および "bzip" です。
• SchemaChangePolicy – DirectSchemaChangePolicy (p. 883) オブジェクト。
クローラの更新の動作を指定するポリシー。

CatalogSchemaChangePolicy 構造
クローラの更新の動作を指定するポリシー。

フィールド
• EnableUpdateCatalog – ブール。
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クローラが変更されたスキーマを検出したとき、指定の更新動作を使用するかどうか。
• UpdateBehavior – UTF-8 文字列 (有効な値: UPDATE_IN_DATABASE | LOG)。
クローラーが変更されたスキーマを検出したときの更新動作。

S3directTarget 構造
Amazon S3 に書き込むデータターゲットを指定します。

フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #33 (p. 1037) に一致。
データターゲットの名前。
• Inputs – 必須: UTF-8 文字列の配列。1 個の文字列。
データターゲットへの入力であるノード。
• PartitionKeys – EnclosedInStringProperty メンバーの配列。
UTF-8 文字列の配列。
一連のキーを使用してネイティブパーティショニングを指定します。
• Path – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #30 (p. 1036) に一致。
書き込む単一の Amazon S3 パス。
• Compression– UTF-8 文字列、「Custom string pattern #30 (p. 1036)」に一致。
データの圧縮方法を指定します。データに標準のファイル拡張子が付いている場合、このオプションは
一般的に不要です。指定できる値は "gzip" および "bzip" です。
• Format – 必須: UTF-8 文字列 (有効な値: json="JSON" | csv="CSV" | avro="AVRO" | orc="ORC" |
parquet="PARQUET")。
ターゲットのデータ出力形式を指定します。
• SchemaChangePolicy – DirectSchemaChangePolicy (p. 883) オブジェクト。
クローラの更新の動作を指定するポリシー。

DirectSchemaChangePolicy 構造
クローラの更新の動作を指定するポリシー。

フィールド
• EnableUpdateCatalog – ブール。
クローラが変更されたスキーマを検出したとき、指定の更新動作を使用するかどうか。
• UpdateBehavior – UTF-8 文字列 (有効な値: UPDATE_IN_DATABASE | LOG)。
クローラーが変更されたスキーマを検出したときの更新動作。
• Table– UTF-8 文字列、「Custom string pattern #30 (p. 1036)」に一致。
スキーマ変更ポリシーが適用されるデータベース内のテーブルを指定します。
• Database– UTF-8 文字列、「Custom string pattern #30 (p. 1036)」に一致。
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スキーマ変更ポリシーを適用するデータベースを指定します。

ApplyMapping 構造
データソースのマップデータプロパティキーを、データターゲットのデータプロパティキーに変換指定し
ます。キーの名前を変更したり、データタイプを変更したり、データセットから削除するキーを選択でき
ます。

フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #33 (p. 1037) に一致。
変換ノードの名前。
• Inputs – 必須: UTF-8 文字列の配列。1 個の文字列。
ノード名で識別されるデータ入力。
• Mapping – 必須: Mapping (p. 884) オブジェクトの配列。
データソースのデータプロパティキーを、データターゲットのデータプロパティキーにマッピングしま
す。

Mapping 構造
データプロパティキーのマッピングを指定します。

フィールド
• ToKey– UTF-8 文字列、「Custom string pattern #30 (p. 1036)」に一致。
マッピングを適用した後に、列名を何にするのかを示します。FromPath と同じでも構いません。
• FromPath – UTF-8 文字列の配列。
変更するテーブルまたは列。
• FromType– UTF-8 文字列、「Custom string pattern #30 (p. 1036)」に一致。
修正されるデータのタイプ。
• ToType– UTF-8 文字列、「Custom string pattern #30 (p. 1036)」に一致。
データの修正先のデータタイプ。
• Dropped – ブール。
true の場合、列は削除されます。
• Children – Mapping (p. 884) オブジェクトの配列。
ネストされたデータ構造にのみ適用されます。親構造を変更し、その子構造を変更する場合は、この
データ構造に記入できます。それはまた Mapping であり、FromPath はこの構造から親の FromPath
ブラス FromPath です。
子部分に、次のような構造があるとします。
{ "FromPath": "OuterStructure", "ToKey": "OuterStructure", "ToType":
"Struct", "Dropped": false, "Chidlren": [{ "FromPath": "inner", "ToKey":
"inner", "ToType": "Double", "Dropped": false, }] }
884

AWS Glue デベロッパーガイド
SelectFields

次のような Mapping を指定します。
{ "FromPath": "OuterStructure", "ToKey": "OuterStructure", "ToType":
"Struct", "Dropped": false, "Chidlren": [{ "FromPath": "inner", "ToKey":
"inner", "ToType": "Double", "Dropped": false, }] }

SelectFields 構造
保持するデータプロパティキーを選択するトランスフォームを指定します。

フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #33 (p. 1037) に一致。
変換ノードの名前。
• Inputs – 必須: UTF-8 文字列の配列。1 個の文字列。
ノード名で識別されるデータ入力。
• Paths – 必須: EnclosedInStringProperty メンバーの配列。
UTF-8 文字列の配列。
データ構造内の変数への JSON パス。

DropFields 構造
削除するデータプロパティキーを選択する変換を指定します。

フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #33 (p. 1037) に一致。
変換ノードの名前。
• Inputs – 必須: UTF-8 文字列の配列。1 個の文字列。
ノード名で識別されるデータ入力。
• Paths – 必須: EnclosedInStringProperty メンバーの配列。
UTF-8 文字列の配列。
データ構造内の変数への JSON パス。

RenameField 構造
1 つのデータプロパティキーの名前を変更する変換を指定します。

フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #33 (p. 1037) に一致。
変換ノードの名前。
• Inputs – 必須: UTF-8 文字列の配列。1 個の文字列。
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ノード名で識別されるデータ入力。
• SourcePath – 必須: UTF-8 文字列の配列。
ソースデータのデータ構造内の変数への JSON パス。
• TargetPath – 必須: UTF-8 文字列の配列。
ターゲットデータのデータ構造内の変数への JSON パス。

スピゴット構造
Amazon S3 バケットにデータのサンプルを書き込むための変換を指定します。

フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #33 (p. 1037) に一致。
変換ノードの名前。
• Inputs – 必須: UTF-8 文字列の配列。1 個の文字列。
ノード名で識別されるデータ入力。
• Path – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #30 (p. 1036) に一致。
Amazon S3 パスでは、データセットから Amazon S3 バケットの JSON ファイルにレコードのサブセッ
トが書き出されます。
• Topk – 数値 (integer)。100 以下。
データセットの先頭から書き込むレコードの数を指定します。
• Prob – 数値 (double)。1 以下。
特定のレコードを選ぶ確率 (最大値が 1 の 10 進値)。値 1 は、データセットから読み込まれた各行をサ
ンプル出力に含めることを示します。

Join 構造
指定したデータプロパティキーの比較フレーズを使用して、2 つのデータセットを 1 つに結合する変換を
指定します。結合タイプは、内部結合、外部結合、左結合、右結合、左半結合、左反結合を使用できま
す。

フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #33 (p. 1037) に一致。
変換ノードの名前。
• Inputs – 必須: UTF-8 文字列の配列。2 個の文字列。
ノード名で識別されるデータ入力。
• JoinType – 必須: UTF-8 文字列 (有効な値: equijoin="EQUIJOIN" | left="LEFT" |
right="RIGHT" | outer="OUTER" | leftsemi="LEFT_SEMI" | leftanti="LEFT_ANTI")。
データセットで実行する結合の種類を指定します。
• Columns – 必須: JoinColumn (p. 887) オブジェクトの配列。2 個の構造。
結合する 2 つの列のリスト。
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JoinColumn 構造
結合する列を指定します。

フィールド
• From – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #30 (p. 1036) に一致。
結合する列。
• Keys – 必須: EnclosedInStringProperty メンバーの配列。
UTF-8 文字列の配列。
結合される列のキー。

SplitFields 構造
データプロパティキーを 2 つの DynamicFrames に分割する変換を指定します。出力は DynamicFrames
のコレクションです。一方は選択したデータプロパティキー、他方は残っている方のデータプロパティ
キーを持ちます。

フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #33 (p. 1037) に一致。
変換ノードの名前。
• Inputs – 必須: UTF-8 文字列の配列。1 個の文字列。
ノード名で識別されるデータ入力。
• Paths – 必須: EnclosedInStringProperty メンバーの配列。
UTF-8 文字列の配列。
データ構造内の変数への JSON パス。

SelectFromCollection 構造
DynamicFrame のコレクションから 1 つの DynamicFrames を選択するトランスフォームを指定します
出力は選択された DynamicFrame です。

フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #33 (p. 1037) に一致。
変換ノードの名前。
• Inputs – 必須: UTF-8 文字列の配列。1 個の文字列。
ノード名で識別されるデータ入力。
• Index – 必須: 数値 (integer)。None 以下。
選択される DynamicFrame のインデックス。
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FillMissingValues 構造
変換を使用して、データセット内に欠落値があるレコードを検索し、補完により決定する値を持つ新しい
フィールドを追加します。入力データセットは、欠落値を決定する機械学習モデルのトレーニングに使用
されます。

フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #33 (p. 1037) に一致。
変換ノードの名前。
• Inputs – 必須: UTF-8 文字列の配列。1 個の文字列。
ノード名で識別されるデータ入力。
• ImputedPath – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #30 (p. 1036) に一致。
帰属するデータセットのデータ構造内の変数への JSON パス。
• FilledPath– UTF-8 文字列、「Custom string pattern #30 (p. 1036)」に一致。
データセットのデータ構造内の変数への JSON パスを入力します。

Filter 構造
フィルター条件に基づいて、データセットを 2 つに分割する変換を指定します。

フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #33 (p. 1037) に一致。
変換ノードの名前。
• Inputs – 必須: UTF-8 文字列の配列。1 個の文字列。
ノード名で識別されるデータ入力。
• LogicalOperator – 必須: UTF-8 文字列 (有効な値: AND | OR)。
キー値を指定値と比較して行をフィルタリングするために使用される演算子。
• Filters – 必須: FilterExpression (p. 888) オブジェクトの配列。
フィルタ式を指定します。

FilterExpression 構造
フィルタ式を指定します。

フィールド
• Operation – 必須: UTF-8 文字列 (有効な値: EQ | LT | GT | LTE | GTE | REGEX | ISNULL)。
表現で実行するオペレーションの種類。
• Negated – ブール。
その表現を無効にするかどうか。
• Values – 必須: FilterValue (p. 889) オブジェクトの配列。
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フィルタ値のリスト。

FilterValue 構造
FilterExpression の値リストにある単一のエントリを表します。

フィールド
• Type – 必須: UTF-8 文字列 (有効な値: COLUMNEXTRACTED | CONSTANT)。
フィルタ値のタイプ。
• Value – 必須: UTF-8 文字列の配列。
関連させる値。

CustomCode 構造
データ変換を実行するためにカスタムコードを使用する変換を指定します。結果には、DynamicFrames の
コレクションが出力されます。

フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #33 (p. 1037) に一致。
変換ノードの名前。
• Inputs – 必須: UTF-8 文字列の配列。1 個の以上の文字列。
ノード名で識別されるデータ入力。
• Code – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #26 (p. 1036) に一致。
データ変換を実行するために使用されるカスタムコード。
• ClassName – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #30 (p. 1036) に一致。
カスタムコードノードクラスに定義された名前。
• OutputSchemas – GlueSchema (p. 894) オブジェクトの配列。
カスタムコード変換用のデータスキーマを指定します。

SparkSQL 構造
データを変換する Spark SQL 構文を使用して、SQL クエリを入力する変換を指定します。出力は、単一
の DynamicFrame です。

フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #33 (p. 1037) に一致。
変換ノードの名前。
• Inputs – 必須: UTF-8 文字列の配列。1 個の以上の文字列。
ノード名で識別されるデータ入力。SQL クエリで使用する各入力ノードにテーブル名を関連付けること
ができます。選択す名前は、Spark SQL の規則を満たす必要があります。

889

AWS Glue デベロッパーガイド
SqlAlias

• SqlQuery – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #32 (p. 1036) に一致。
Spark SQL 構文を使用し、単一のデータセットを返す SQL クエリ。
• SqlAliases – 必須: SqlAlias (p. 890) オブジェクトの配列。
エイリアスのリスト。エイリアスを使用すると、特定の入力に対して SQL で使用する名前を指定できま
す。たとえば、「myDataSource」という名前のデータソースがあるとします。From を MyDataSource
として、Alias を sqlNameとして指定する場合、SQLで次のことができます。
select * from SqlName
これにより、MyDataSource からデータを取得します。
• OutputSchemas – GlueSchema (p. 894) オブジェクトの配列。
SparkSQL 変換用のデータスキーマを指定します。

SqlAlias 構造
SqlAliases の値リストにある単一のエントリを表します。

フィールド
• From – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #29 (p. 1036) に一致。
テーブルまたはテーブル内の列。
• Alias – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #31 (p. 1036) に一致。
テーブルまたはテーブル内の列に与えられた一時的な名前。

DropNullFields 構造
列のすべての値が 'null' である場合に、データセットから列を削除する変換を指定します。デフォルトで
は、AWS Glue Studioは null オブジェクトを認識しますが、空の文字列、Nullが 1 の整数、または 0 など
のプレースホルダなどの文字列では、自動的に「null」として認識されません。

フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #33 (p. 1037) に一致。
変換ノードの名前。
• Inputs – 必須: UTF-8 文字列の配列。1 個の文字列。
ノード名で識別されるデータ入力。
• NullCheckBoxList – NullCheckboxList (p. 891) オブジェクト。
特定の値が削除のために Null 値として認識されるかどうかを表す構造。
• NullTextList – NullValueField (p. 891) オブジェクトの配列。構造 50 個以下。
データセットに特有のNullプレースホルダとして使用される 0 や他の値などはカスタムの NULL 値を表
す NullValueField 構造体のリストを指定する構造。
Null プレースホルダの値とデータタイプの両方がデータと一致する場合にのみ、DropNullFields 変
換でカスタム NULL 値を削除します。
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NullCheckboxList 構造
特定の値が削除の Null 値として認識されるかどうかを表します。

フィールド
• IsEmpty – ブール。
空の文字列を Null 値と見なすことを指定します。
• IsNullString – ブール。
Null の単語を綴る値をNull値と見なすことを指定します。
• IsNegOne – ブール。
-1 の整数値が Null 値と見なすことを指定します。

NullValueField 構造
データセットに固有の Null プレースホルダとして使用される 0 や他の値などのカスタムの Null 値を表し
ます。

フィールド
• Value – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #30 (p. 1036) に一致。
Null プレースホルダの値。
• Datatype – 必須: Datatype (p. 891) オブジェクト。
値のデータタイプ。

Datatype 構造
値のデータタイプを表す構造体。

フィールド
• Id – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #29 (p. 1036) に一致。
値のデータタイプ。
• Label – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #29 (p. 1036) に一致。
データタイプに割り当てられたラベル。

Merge 構造
レコードを識別するために、DynamicFrame プライマリキーに基づく DynamicFrame ステージングに結
合変換を指定します。重複レコード（同じプライマリキーを持つレコード）は重複除外されません。

フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #33 (p. 1037) に一致。
変換ノードの名前。
• Inputs – 必須: UTF-8 文字列の配列。2 個の文字列。
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ノード名で識別されるデータ入力。
• Source – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #29 (p. 1036) に一致。
DynamicFrame ステージングと結合する DynamicFrame ソース。
• PrimaryKeys – 必須: EnclosedInStringProperty メンバーの配列。
UTF-8 文字列の配列。
ソースおよびステージング動的フレームからのレコードを照合するプライマリキーフィールドのリス
ト。

DropDuplicates 構造体
繰り返しデータの行をデータセットから削除する変換を指定します。

フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #33 (p. 1037) に一致。
変換ノードの名前。
• Inputs – 必須: UTF-8 文字列の配列。1 個の文字列。
ノード名で識別されるデータ入力。
• Columns – EnclosedInStringProperty メンバーの配列。
UTF-8 文字列の配列。
繰り返しがある場合に、それをマージまたは削除する列の名前。

Union 構造
2 つ以上のデータセットの行を 1 つの結果に結合する変換を指定します。

フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #33 (p. 1037) に一致。
変換ノードの名前。
• Inputs – 必須: UTF-8 文字列の配列。2 個の文字列。
変換用のノード ID 入力。
• UnionType – 必須: UTF-8 文字列 (有効な値: ALL | DISTINCT)。
Union 変換のタイプを示します。
データソースの全行を結果として生じる DynamicFrame に結合するため ALL を指定します。結果とし
て生じるユニオンでは、重複する行は削除されません。
結果として生じる DynamicFrame 内の重複した行を削除するため DISTINCT を指定します。

PIIDetection 構造体
PII データを識別、削除、またはマスクする変換を指定します。
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フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #33 (p. 1037) に一致。
変換ノードの名前。
• Inputs – 必須: UTF-8 文字列の配列。1 個の文字列。
変換用のノード ID 入力。
• PiiType – 必須: UTF-8 文字列 (有効な値: RowAudit | RowMasking | ColumnAudit |
ColumnMasking)。
PIIDetection 変換のタイプを示します。
• EntityTypesToDetect – 必須: UTF-8 文字列の配列。
PIIDetection 変換が PII データとして識別するエンティティのタイプを示します。

PII タイプのエンティティには以下が含まれま
す。PERSON_NAME、DATE、USA_SNN、EMAIL、USA_ITIN、USA_PASSPORT_NUMBER、PHONE_NUMBER、
• OutputColumnName– UTF-8 文字列、「Custom string pattern #30 (p. 1036)」に一致。
その行で検出されたエンティティタイプを含む、すべての出力列名を示します。
• SampleFraction – 数値 (double)。1 以下。
PII エンティティのスキャン時にサンプリングするデータの割合を示します。
• ThresholdFraction – 数値 (double)。1 以下。
PII データとして識別されるために、列内で適合する必要があるデータの割合を示します。
• MaskValue - UTF-8 文字列、256 バイト長以下、Custom string pattern #28 (p. 1036) に一致。
検出されたエンティティを置き換える値を示します。

Aggregate 構造体
選択したフィールドによって行をグループ化し、指定された関数を使用して集計値を計算する変換を指定
します。

フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #33 (p. 1037) に一致。
変換ノードの名前。
• Inputs – 必須: UTF-8 文字列の配列。1 個の文字列。
集約変換の入力として使用するフィールドと行を指定します。
• Groups – 必須: EnclosedInStringProperty メンバーの配列。
UTF-8 文字列の配列。
グループ化に使用するフィールドを指定します。
• Aggs – 必須: 1～30 個の構造体で構成される、EnclosedInStringProperty メンバーの配列。
指定したフィールドで実行する集計関数を指定します。
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GlueSchema 構造体
AWS Glue でスキーマを決定できない場合に、ユーザー定義のスキーマを指定します。

フィールド
• Columns – GlueStudioSchemaColumn (p. 894) オブジェクトの配列。
AWS Glue スキーマを作成する列の定義を指定します。

GlueStudioSchemaColumn 構造体
AWS Glue スキーマ定義内の列を 1 つ指定します。

フィールド
• Name – 必須: バイト長が 1024 以下で Single-line string pattern (p. 1036) に適合する、UTF-8 文字列。
AWS Glue Studio スキーマ内にある列の名前。
• Type - UTF-8 文字列。131,072 バイト長以下。Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
AWS Glue Studio スキーマ内にあるこの列のハイブタイプ。

GlueStudioColumn 構造体
AWS Glue Studio 内の列を 1 つ指定します。

フィールド
• Key – 必須: UTF-8 文字列。Custom string pattern #31 (p. 1036) に一致。
AWS Glue Studio 内の列のキー。
• FullPath – 必須: UTF-8 文字列の配列。
AWS Glue Studioの列の完全な URL。
• Type – 必須: UTF-8 文字列 (有効な値: array="ARRAY" | bigint="BIGINT" | bigint
array="BIGINT_ARRAY" | binary="BINARY" | binary array="BINARY_ARRAY" |
boolean="BOOLEAN" | boolean array="BOOLEAN_ARRAY" | byte="BYTE" | byte
array="BYTE_ARRAY" | char="CHAR" | char array="CHAR_ARRAY" | choice="CHOICE"
| choice array="CHOICE_ARRAY" | date="DATE" | date array="DATE_ARRAY"
| decimal="DECIMAL" | decimal array="DECIMAL_ARRAY" | double="DOUBLE"
| double array="DOUBLE_ARRAY" | enum="ENUM" | enum array="ENUM_ARRAY" |
float="FLOAT" | float array="FLOAT_ARRAY" | int="INT" | int array="INT_ARRAY"
| interval="INTERVAL" | interval array="INTERVAL_ARRAY" | long="LONG" | long
array="LONG_ARRAY" | object="OBJECT" | short="SHORT" | short array="SHORT_ARRAY"
| smallint="SMALLINT" | smallint array="SMALLINT_ARRAY" | string="STRING" | string
array="STRING_ARRAY" | timestamp="TIMESTAMP" | timestamp array="TIMESTAMP_ARRAY"
| tinyint="TINYINT" | tinyint array="TINYINT_ARRAY" | varchar="VARCHAR" |
varchar array="VARCHAR_ARRAY" | null="NULL" | unknown="UNKNOWN" | unknown
array="UNKNOWN_ARRAY")。
AWS Glue Studio 内の列のタイプです。
• Children – 構造体の配列。
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AWS Glue Studio 内の親列の子です。

ジョブ API
Jobs API では、ジョブのデータ型について説明しており、これには、AWS Glue でジョブ、ジョブ実行、
およびトリガーを操作するための API が含まれます。
トピック
• ジョブ (p. 895)
• ジョブ実行 (p. 909)
• トリガー (p. 919)

ジョブ
Jobs API では、AWS Glue でのジョブの作成、更新、削除、表示に関連するデータ型と API について説明
します。

データ型
• Job 構造 (p. 895)
• ExecutionProperty 構造 (p. 898)
• NotificationProperty 構造 (p. 898)
• JobCommand 構造 (p. 898)
• ConnectionsList 構造 (p. 899)
• JobUpdate 構造 (p. 899)
• SourceControlDetails の構造 (p. 901)

Job 構造
ジョブ定義を指定します。

フィールド
• Name – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
このジョブ定義に割り当てる名前。
• Description – 説明文字列、2048 バイト長以下、URI address multi-line string pattern (p. 1036) に一
致。
ジョブの説明。
• LogUri – UTF-8 文字列。
このフィールドは、将来の利用のために予約されています。
• Role – UTF-8 文字列。
このジョブに関連付けられている IAM ロールの名前または Amazon リソースネーム (ARN)。
• CreatedOn – タイムスタンプ。
このジョブ定義を作成した日時。
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• LastModifiedOn – タイムスタンプ。
このジョブ定義を変更した最後の時点。
• ExecutionProperty – ExecutionProperty (p. 898) オブジェクト。
このジョブに許可される同時実行の最大数を指定する ExecutionProperty。
• Command – JobCommand (p. 898) オブジェクト。
このジョブを実行する JobCommand。
• DefaultArguments – キーバリューペアのマップ配列。
各キーは UTF-8 文字列。
各値は UTF-8 文字列。
名前と値のペアとして指定された、このジョブのデフォルトの引数。
独自のジョブ実行スクリプトが消費する引数だけでなく、AWS Glue が消費する引数もここで指定でき
ます。
独自のジョブ引数を指定および使用する方法については、デベロッパーガイドのトピック「Calling AWS
Glue APIs in Python」を参照してください。
AWS Glue がジョブを設定するために使用するキーと値のペアについては、デベロッパーガイドのト
ピック「Special Parameters Used by AWS Glue」を参照してください。
• NonOverridableArguments – キーバリューペアのマップ配列。
各キーは UTF-8 文字列。
各値は UTF-8 文字列。
名前と値のペアとして指定された、このジョブの上書き不可能な引数。
• Connections – ConnectionsList (p. 899) オブジェクト。
このジョブに使用される接続。
• MaxRetries – 数値 (整数)。
ジョブ実行の失敗後に、このジョブを再試行する最大回数。
• AllocatedCapacity – 数値 (整数)。
このフィールドは廃止されました。代わりに MaxCapacity を使用します。
このジョブの実行に割り当てられた AWS Glue データ処理ユニット (DPU) の数。最低 2 つの DPUを
割り当てることができます。デフォルトは 10 です。DPU は処理能力を相対的に測定するもので、4 個
の vCPU のコンピューティング性能と 16 GB のメモリで構成されています。詳細については、「AWS
Glue 料金表ページ」を参照してください。
• Timeout - 数値 (整数)。1 以上。
ジョブのタイムアウト (分)。ジョブ実行が終了済みになって TIMEOUT ステータスに入るまでに、ジョ
ブ実行でリソースを消費できる最大時間です。デフォルト値は 2,880 分 (48 時間) です。
• MaxCapacity – 数値 (double)。
Glue バージョン 1.0 以前のジョブで、標準ワーカータイプを使用して、このジョブの実行時に割り当て
ることができる AWS Glue データ処理ユニット (DPU) の数。DPU は処理能力を相対的に測定するもの
で、4 個の vCPU のコンピューティング性能と 16 GB のメモリで構成されています。詳細については、
「AWS Glue 料金表ページ」を参照してください。
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WorkerType および NumberOfWorkers を使用している場合は Max Capacity を設定しないでくださ
い。
MaxCapacity に割り当てることができる値は、Python シェルジョブ、Apache Spark ETL ジョ
ブ、Apache Spark ストリーミング ETL ジョブのいずれを実行しているかによって異なります。
• Python シェルジョブを指定すると (JobCommand.Name="pythonshell")、0.0625 または 1 DPU のいず
れかを割り当てることができます。デフォルトは 0.0625 DPU です。
• Apache Spark ETL ジョブ (JobCommand.Name="glueetl") または Apache Spark ストリーミング ETL
ジョブ (JobCommand.Name="gluestreaming") を指定する場合は、最低 2 つの DPU を割り当てること
ができます。デフォルトでは 10 DPU になっています。このジョブタイプには、小数の DPU 割り当
てを指定できません。
一方、Glue バージョン 2.0 ジョブでは、Maximum capacity を指定することもできません。代わり
に、Worker type と Number of workers を指定する必要があります。
• WorkerType – UTF-8 文字列 (有効な値: Standard="" | G.1X="" | G.2X="" | G.025X="")。
ジョブの実行時に割り当てられる事前定義済みのワーカーの種類。使用できる値
は、Standard、G.1X、G.2X、または G.025X です。
• Standard ワーカータイプでは、各ワーカーは 4 vCPU、16 GB のメモリ、50 GB のディスク、ワー
カーあたり 2 個のエグゼキュターを提供します。
• G.1X ワーカータイプでは、各ワーカーは 1 DPU (4 vCPU、16 GB のメモリ、64 GB のディスク) に
マッピングされており、ワーカーごとに 1 個のエグゼキュターを提供します。メモリを大量に消費す
るジョブには、このワーカータイプをお勧めします。
• G.2X ワーカータイプでは、各ワーカーは 2 DPU (8 vCPU、32 GB のメモリ、128 GB のディスク) に
マッピングされており、ワーカーごとに 1 個のエグゼキュターを提供します。メモリを大量に消費す
るジョブには、このワーカータイプをお勧めします。
• G.025X ワーカータイプでは、各ワーカーは 0.25 DPU (2 vCPU、4 GB のメモリ、64 GB のディスク)
にマッピングされており、ワーカーごとに 1 個の Executor を提供します。少量のストリーミングジョ
ブには、このワーカータイプをお勧めします。このワーカータイプは、AWS Glue バージョン 3.0 の
ストリーミングジョブでのみ使用できます。
• NumberOfWorkers – 数値 (整数)。
ジョブの実行時に割り当てられた、定義済みの workerType ワーカー数。
• SecurityConfiguration – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に
一致。
このジョブで使用される SecurityConfiguration 構造の名前。
• NotificationProperty – NotificationProperty (p. 898) オブジェクト。
ジョブ通知の設定プロパティを指定します。
• Running – ブール。
ジョブ実行中のジョブのステータスを指定します。
• GlueVersion – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Custom string pattern #15 (p. 1036) に一致。
Glue バージョンは、AWS Glue がサポートする Apache Spark と Python のバージョンを決定しま
す。Python バージョンは、Spark タイプのジョブでサポートされるバージョンを示します。
利用可能な AWS Glue のバージョン、および対応する Spark および Python のバージョンの詳細につい
ては、デベロッパーガイドの「Glue version」を参照してください。
Glue バージョンを指定せずに作成されたジョブは、デフォルトで Glue 0.9 に設定されます。
• CodeGenConfigurationNodes – キーバリューペアのマップ配列。
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各キーは、Custom string pattern #29 (p. 1036) に適合する UTF-8 文字列です。
各値は CodeGenConfigurationNode (p. 859) オブジェクトです。
Glue Studio ビジュアルコンポーネントと、Glue Studio によるコード生成の両方がベースとする、有向
非巡回グラフの表現。
• ExecutionClass - UTF-8 文字列。16 バイト長以下 (有効値: FLEX="" | STANDARD="")。
ジョブが標準実行クラスまたは柔軟な実行クラスのどちらで実行されるのかを示します。標準実行クラ
スは、素早くジョブを起動する必要があり、専用のリソースが必要な時間的な制約のあるワークロード
に最適です。
柔軟な実行クラスは、開始時刻と完了時刻が変化する時間的制約が厳しいジョブに適しています。
AWS Glue バージョン 3.0 以上のジョブの場合のみ、コマンドタイプ glueetl で ExecutionClass を
FLEX に設定できます。柔軟な実行クラスは Spark ジョブで使用できます。
• SourceControlDetails – SourceControlDetails (p. 901) オブジェクト。
ジョブのソース管理設定の詳細。これにより、リモートリポジトリとの間でジョブアーティファクトを
同期できます。

ExecutionProperty 構造
ジョブの実行プロパティ。

フィールド
• MaxConcurrentRuns – 数値 (整数)。
このジョブで許可される同時実行の最大数。デフォルトは 1 です。このしきい値に達すると、エラーが
返されます。指定できる最大値は、サービスの制限によってコントロールされます。

NotificationProperty 構造
通知の構成プロパティを指定します。

フィールド
• NotifyDelayAfter - 数値 (整数)。1 以上。
ジョブの実行が開始された後、ジョブ実行遅延通知を送信するまでの待機時間 (分単位)。

JobCommand 構造
ジョブの実行時に実行するコードを指定します。

フィールド
• Name – UTF-8 文字列。
ジョブコマンドの名前。Apache Spark ETL ジョブの場合は、glueetl を指定する必要がありま
す。Python シェルジョブの場合は、pythonshell を指定する必要があります。Apache Spark スト
リーミング ETL ジョブの場合は、gluestreaming を指定する必要があります。
• ScriptLocation - UTF-8 文字列。400000 バイト長以下。
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ジョブを実行するスクリプトへの Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) パスを指定します。
• PythonVersion– UTF-8 文字列、「Custom string pattern #16 (p. 1036)」に一致。
Python シェルジョブを実行するために使用中の Python のバージョン。指定できる値は、2 または 3 で
す。

ConnectionsList 構造
ジョブが使用する接続を指定します。

フィールド
• Connections – UTF-8 文字列の配列。
ジョブが使用する接続のリスト。

JobUpdate 構造
既存のジョブ定義を更新するための情報を指定します。以前のジョブ定義はこの情報によって完全に上書
きされます。

フィールド
• Description – 説明文字列、2048 バイト長以下、URI address multi-line string pattern (p. 1036) に一
致。
定義するジョブの説明。
• LogUri – UTF-8 文字列。
このフィールドは、将来の利用のために予約されています。
• Role – UTF-8 文字列。
このジョブに関連付けられている IAM ロールの名前または Amazon リソースネーム (ARN) (必須)。
• ExecutionProperty – ExecutionProperty (p. 898) オブジェクト。
このジョブに許可される同時実行の最大数を指定する ExecutionProperty。
• Command – JobCommand (p. 898) オブジェクト。
このジョブを実行する JobCommand (必須)。
• DefaultArguments – キーバリューペアのマップ配列。
各キーは UTF-8 文字列。
各値は UTF-8 文字列。
このジョブのデフォルトの引数。
独自のジョブ実行スクリプトが消費する引数だけでなく、AWS Glue が消費する引数もここで指定でき
ます。
独自のジョブ引数を指定および使用する方法については、デベロッパーガイドのトピック「Calling AWS
Glue APIs in Python」を参照してください。
AWS Glue がジョブを設定するために使用するキーと値のペアについては、デベロッパーガイドのト
ピック「Special Parameters Used by AWS Glue」を参照してください。
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• NonOverridableArguments – キーバリューペアのマップ配列。
各キーは UTF-8 文字列。
各値は UTF-8 文字列。
名前と値のペアとして指定された、このジョブの上書き不可能な引数。
• Connections – ConnectionsList (p. 899) オブジェクト。
このジョブに使用される接続。
• MaxRetries – 数値 (整数)。
失敗した場合にこのジョブを再試行する最大回数。
• AllocatedCapacity – 数値 (整数)。
このフィールドは廃止されました。代わりに MaxCapacity を使用します。
このジョブに割り当てる AWS Glue データ処理ユニット (DPU) の数。最低 2 つの DPUを割り当てるこ
とができます。デフォルトは 10 です。DPU は処理能力を相対的に測定するもので、4 個の vCPU のコ
ンピューティング性能と 16 GB のメモリで構成されています。詳細については、「AWS Glue 料金表
ページ」を参照してください。
• Timeout - 数値 (整数)。1 以上。
ジョブのタイムアウト (分)。ジョブ実行が終了済みになって TIMEOUT ステータスに入るまでに、ジョ
ブ実行でリソースを消費できる最大時間です。デフォルト値は 2,880 分 (48 時間) です。
• MaxCapacity – 数値 (double)。
Glue バージョン 1.0 以前のジョブで、標準ワーカータイプを使用して、このジョブの実行時に割り当て
ることができる AWS Glue データ処理ユニット (DPU) の数。DPU は処理能力を相対的に測定するもの
で、4 個の vCPU のコンピューティング性能と 16 GB のメモリで構成されています。詳細については、
「AWS Glue 料金表ページ」を参照してください。
WorkerType および NumberOfWorkers を使用している場合は Max Capacity を設定しないでくださ
い。
MaxCapacity に割り当てることができる値は、Python シェルジョブと Apache Spark ETL ジョブのど
ちらを実行しているかによって異なります。
• Python シェルジョブを指定すると (JobCommand.Name="pythonshell")、0.0625 または 1 DPU のいず
れかを割り当てることができます。デフォルトは 0.0625 DPU です。
• Apache Spark ETL ジョブ (JobCommand.Name="glueetl") または Apache Spark ストリーミング ETL
ジョブ (JobCommand.Name="gluestreaming") を指定する場合は、最低 2 つの DPU を割り当てること
ができます。デフォルトでは 10 DPU になっています。このジョブタイプには、小数の DPU 割り当
てを指定できません。
一方、Glue バージョン 2.0 ジョブでは、Maximum capacity を指定することもできません。代わり
に、Worker type と Number of workers を指定する必要があります。
• WorkerType – UTF-8 文字列 (有効な値: Standard="" | G.1X="" | G.2X="" | G.025X="")。
ジョブの実行時に割り当てられる事前定義済みのワーカーの種類。使用できる値
は、Standard、G.1X、G.2X、または G.025X です。
• Standard ワーカータイプでは、各ワーカーは 4 vCPU、16 GB のメモリ、50 GB のディスク、ワー
カーあたり 2 個のエグゼキュターを提供します。
• G.1X ワーカータイプでは、各ワーカーは 1 DPU (4 vCPU、16 GB のメモリ、64 GB のディスク) に
マッピングされており、ワーカーごとに 1 個のエグゼキュターを提供します。メモリを大量に消費す
るジョブには、このワーカータイプをお勧めします。
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• G.2X ワーカータイプでは、各ワーカーは 2 DPU (8 vCPU、32 GB のメモリ、128 GB のディスク) に
マッピングされており、ワーカーごとに 1 個のエグゼキュターを提供します。メモリを大量に消費す
るジョブには、このワーカータイプをお勧めします。
• G.025X ワーカータイプでは、各ワーカーは 0.25 DPU (2 vCPU、4 GB のメモリ、64 GB のディスク)
にマッピングされており、ワーカーごとに 1 個の Executor を提供します。少量のストリーミングジョ
ブには、このワーカータイプをお勧めします。このワーカータイプは、AWS Glue バージョン 3.0 の
ストリーミングジョブでのみ使用できます。
• NumberOfWorkers – 数値 (整数)。
ジョブの実行時に割り当てられた、定義済みの workerType ワーカー数。
• SecurityConfiguration – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に
一致。
このジョブで使用される SecurityConfiguration 構造の名前。
• NotificationProperty – NotificationProperty (p. 898) オブジェクト。
ジョブ通知の設定プロパティを指定します。
• GlueVersion – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Custom string pattern #15 (p. 1036) に一致。
Glue バージョンは、AWS Glue がサポートする Apache Spark と Python のバージョンを決定しま
す。Python バージョンは、Spark タイプのジョブでサポートされるバージョンを示します。
利用可能な AWS Glue のバージョン、および対応する Spark および Python のバージョンの詳細につい
ては、デベロッパーガイドの「Glue version」を参照してください。
• CodeGenConfigurationNodes – キーバリューペアのマップ配列。
各キーは、Custom string pattern #29 (p. 1036) に適合する UTF-8 文字列です。
各値は CodeGenConfigurationNode (p. 859) オブジェクトです。
Glue Studio ビジュアルコンポーネントと、Glue Studio によるコード生成の両方がベースとする、有向
非巡回グラフの表現。
• ExecutionClass - UTF-8 文字列。16 バイト長以下 (有効値: FLEX="" | STANDARD="")。
ジョブが標準実行クラスまたは柔軟な実行クラスのどちらで実行されるのかを示します。標準の実行ク
ラスは、素早くジョブを起動する必要があり、専用のリソースが必要な時間的な制約のあるワークロー
ドに最適です。
柔軟な実行クラスは、開始時刻と完了時刻が変化する時間的制約が厳しいジョブに適しています。
AWS Glue バージョン 3.0 以上のジョブの場合のみ、コマンドタイプ glueetl で ExecutionClass を
FLEX に設定できます。柔軟な実行クラスは Spark ジョブで使用できます。
• SourceControlDetails – SourceControlDetails (p. 901) オブジェクト。
ジョブのソース管理設定の詳細。これにより、リモートリポジトリとの間でジョブアーティファクトを
同期できます。

SourceControlDetails の構造
ジョブのソース管理設定の詳細。これにより、リモートリポジトリとの間でジョブアーティファクトを同
期できます。

フィールド
• Provider – UTF-8 文字列 (有効な値: GITHUB | AWS_CODE_COMMIT)。
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リモートリポジトリのプロバイダ。
• Repository – UTF-8 文字列。1～512 バイト長。
ジョブのアーティファクトを含むリモートリポジトリの名前。
• Owner – UTF-8 文字列。1～512 バイト長。
ジョブのアーティファクトを含むリモートリポジトリの所有者。
• Branch – UTF-8 文字列。1～512 バイト長。
リモートリポジトリ内のオプションのブランチ。
• Folder – UTF-8 文字列。1～512 バイト長。
リモートリポジトリ内のオプションのフォルダ。
• LastCommitId – UTF-8 文字列。1～512 バイト長。
リモートリポジトリ内のコミットの最後のコミット ID。
• LastSyncTimestamp – UTF-8 文字列。1～512 バイト長。
ジョブ同期が最後に実行された日時。
• AuthStrategy – UTF-8 文字列 (有効な値: PERSONAL_ACCESS_TOKEN | AWS_SECRETS_MANAGER)。
認証のタイプ。AWS Secrets Manager に保存されている認証トークンまたは個人用アクセストークンの
いずれかです。
• AuthToken – UTF-8 文字列。1～512 バイト長。
認証トークンの値。

操作
• CreateJob アクション (Python: create_job) (p. 902)
• UpdateJob アクション (Python: update_job) (p. 905)
• GetJob アクション (Python: get_job) (p. 906)
• GetJobs アクション (Python: get_jobs) (p. 906)
• DeleteJob アクション (Python: delete_job) (p. 907)
• ListJobs アクション (Python: list_jobs) (p. 907)
• BatchGetJobs アクション (Python: batch_get_jobs) (p. 908)

CreateJob アクション (Python: create_job)
新しいジョブ定義を作成します。

リクエスト
• Name – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
このジョブ定義に割り当てる名前。アカウント内で一意にする必要があります。
• Description – 説明文字列、2048 バイト長以下、URI address multi-line string pattern (p. 1036) に一
致。
定義するジョブの説明。
• LogUri – UTF-8 文字列。
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このフィールドは、将来の利用のために予約されています。
• Role – 必須: UTF-8 文字列。
このジョブに関連付けられている IAM ロールの名前または Amazon リソースネーム (ARN)。
• ExecutionProperty – ExecutionProperty (p. 898) オブジェクト。
このジョブに許可される同時実行の最大数を指定する ExecutionProperty。
• Command – 必須: JobCommand (p. 898) オブジェクト。
このジョブを実行する JobCommand。
• DefaultArguments – キーバリューペアのマップ配列。
各キーは UTF-8 文字列。
各値は UTF-8 文字列。
このジョブのデフォルトの引数。
独自のジョブ実行スクリプトが消費する引数だけでなく、AWS Glue が消費する引数もここで指定でき
ます。
ジョブ引数はログに記録される場合があります。プレーンテキストのシークレットを引数として渡さな
いでください。ジョブ内に保持する場合は、AWS Glue 接続、AWS Secrets Manager または他のシーク
レット管理メカニズムから取得します。
独自のジョブ引数を指定および使用する方法については、デベロッパーガイドのトピック「Calling AWS
Glue APIs in Python」を参照してください。
AWS Glue がジョブを設定するために使用するキーと値のペアについては、デベロッパーガイドのト
ピック「Special Parameters Used by AWS Glue」を参照してください。
• NonOverridableArguments – キーバリューペアのマップ配列。
各キーは UTF-8 文字列。
各値は UTF-8 文字列。
名前と値のペアとして指定された、このジョブの上書き不可能な引数。
• Connections – ConnectionsList (p. 899) オブジェクト。
このジョブに使用される接続。
• MaxRetries – 数値 (整数)。
失敗した場合にこのジョブを再試行する最大回数。
• AllocatedCapacity – 数値 (整数)。
このパラメータは廃止されました。代わりに MaxCapacity を使用します。
このジョブに割り当てる AWS Glue データ処理ユニット (DPU) の数。最低 2 つの DPUを割り当てるこ
とができます。デフォルトは 10 です。DPU は処理能力を相対的に測定するもので、4 個の vCPU のコ
ンピューティング性能と 16 GB のメモリで構成されています。詳細については、「AWS Glue 料金表
ページ」を参照してください。
• Timeout - 数値 (整数)。1 以上。
ジョブのタイムアウト (分)。ジョブ実行が終了済みになって TIMEOUT ステータスに入るまでに、ジョ
ブ実行でリソースを消費できる最大時間です。デフォルト値は 2,880 分 (48 時間) です。
• MaxCapacity – 数値 (double)。
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Glue バージョン 1.0 以前のジョブで、標準ワーカータイプを使用して、このジョブの実行時に割り当て
ることができる AWS Glue データ処理ユニット (DPU) の数。DPU は処理能力を相対的に測定するもの
で、4 個の vCPU のコンピューティング性能と 16 GB のメモリで構成されています。詳細については、
「AWS Glue 料金表ページ」を参照してください。
WorkerType および NumberOfWorkers を使用している場合は Max Capacity を設定しないでくださ
い。
MaxCapacity に割り当てることができる値は、Python シェルジョブと Apache Spark ETL ジョブのど
ちらを実行しているかによって異なります。
• Python シェルジョブを指定すると (JobCommand.Name="pythonshell")、0.0625 または 1 DPU のいず
れかを割り当てることができます。デフォルトは 0.0625 DPU です。
• Apache Spark ETL ジョブ (JobCommand.Name="glueetl") または Apache Spark ストリーミング ETL
ジョブ (JobCommand.Name="gluestreaming") を指定する場合は、最低 2 つの DPU を割り当てること
ができます。デフォルトでは 10 DPU になっています。このジョブタイプには、小数の DPU 割り当
てを指定できません。
一方、Glue バージョン 2.0 ジョブでは、Maximum capacity を指定することもできません。代わり
に、Worker type と Number of workers を指定する必要があります。
• SecurityConfiguration – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に
一致。
このジョブで使用される SecurityConfiguration 構造の名前。
• Tags – キーと値のペアのマップ配列。50 ペア以下。
各キーは UTF-8 文字列で、1～128 バイト長です。
各値は UTF-8 文字列で、256 バイト長以下です。
このジョブと一緒に使用するタグです。ジョブへのアクセスを制限するためにタグを使用することがで
きます。AWS Glue のタグの詳細については、デベロッパーガイドの「AWS Tags in AWS Glue」を参
照してください。
• NotificationProperty – NotificationProperty (p. 898) オブジェクト。
ジョブ通知の設定プロパティを指定します。
• GlueVersion – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Custom string pattern #15 (p. 1036) に一致。
Glue バージョンは、AWS Glue がサポートする Apache Spark と Python のバージョンを決定しま
す。Python バージョンは、Spark タイプのジョブでサポートされるバージョンを示します。
利用可能な AWS Glue のバージョン、および対応する Spark および Python のバージョンの詳細につい
ては、デベロッパーガイドの「Glue version」を参照してください。
Glue バージョンを指定せずに作成されたジョブは、デフォルトで Glue 0.9 に設定されます。
• NumberOfWorkers – 数値 (整数)。
ジョブの実行時に割り当てられた、定義済みの workerType ワーカー数。
• WorkerType – UTF-8 文字列 (有効な値: Standard="" | G.1X="" | G.2X="" | G.025X="")。
ジョブの実行時に割り当てられる事前定義済みのワーカーの種類。使用できる値
は、Standard、G.1X、G.2X、または G.025X です。
• Standard ワーカータイプでは、各ワーカーは 4 vCPU、16 GB のメモリ、50 GB のディスク、ワー
カーあたり 2 個のエグゼキュターを提供します。
• G.1X ワーカータイプでは、各ワーカーは 1 DPU (4 vCPU、16 GB のメモリ、64 GB のディスク) に
マッピングされており、ワーカーごとに 1 個のエグゼキュターを提供します。メモリを大量に消費す
るジョブには、このワーカータイプをお勧めします。
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• G.2X ワーカータイプでは、各ワーカーは 2 DPU (8 vCPU、32 GB のメモリ、128 GB のディスク) に
マッピングされており、ワーカーごとに 1 個のエグゼキュターを提供します。メモリを大量に消費す
るジョブには、このワーカータイプをお勧めします。
• G.025X ワーカータイプでは、各ワーカーは 0.25 DPU (2 vCPU、4 GB のメモリ、64 GB のディスク)
にマッピングされており、ワーカーごとに 1 個の Executor を提供します。少量のストリーミングジョ
ブには、このワーカータイプをお勧めします。このワーカータイプは、AWS Glue バージョン 3.0 の
ストリーミングジョブでのみ使用できます。
• CodeGenConfigurationNodes – キーバリューペアのマップ配列。
各キーは、Custom string pattern #29 (p. 1036) に適合する UTF-8 文字列です。
各値は CodeGenConfigurationNode (p. 859) オブジェクトです。
Glue Studio ビジュアルコンポーネントと、Glue Studio によるコード生成の両方がベースとする、有向
非巡回グラフの表現。
• ExecutionClass - UTF-8 文字列。16 バイト長以下 (有効値: FLEX="" | STANDARD="")。
ジョブが標準実行クラスまたは柔軟な実行クラスのどちらで実行されるのかを示します。標準の実行ク
ラスは、素早くジョブを起動する必要があり、専用のリソースが必要な時間的な制約のあるワークロー
ドに最適です。
柔軟な実行クラスは、開始時刻と完了時刻が変化する時間的制約が厳しいジョブに適しています。
AWS Glue バージョン 3.0 以上のジョブの場合のみ、コマンドタイプ glueetl で ExecutionClass を
FLEX に設定できます。柔軟な実行クラスは Spark ジョブで使用できます。
• SourceControlDetails – SourceControlDetails (p. 901) オブジェクト。
ジョブのソース管理設定の詳細。これにより、リモートリポジトリとの間でジョブアーティファクトを
同期できます。

応答
• Name – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
このジョブ定義に指定された一意の名前。

エラー
• InvalidInputException
• IdempotentParameterMismatchException
• AlreadyExistsException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException
• ResourceNumberLimitExceededException
• ConcurrentModificationException

UpdateJob アクション (Python: update_job)
既存のジョブ定義を更新します。以前のジョブ定義はこの情報によって完全に上書きされます。

リクエスト
• JobName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
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更新するジョブ定義の名前。
• JobUpdate – 必須: JobUpdate (p. 899) オブジェクト。
ジョブ定義の更新に使用する値を指定します。指定されていない設定は削除されるか、デフォルト値に
リセットされます。

応答
• JobName – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
更新されたジョブ定義の名前を返します。

エラー
• InvalidInputException
• EntityNotFoundException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException
• ConcurrentModificationException

GetJob アクション (Python: get_job)
既存のジョブ定義を取得します。

リクエスト
• JobName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
取得するジョブ定義の名前。

応答
• Job – Job (p. 895) オブジェクト。
リクエストされたジョブ定義。

エラー
• InvalidInputException
• EntityNotFoundException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException

GetJobs アクション (Python: get_jobs)
すべての現在のジョブ定義を取得します。

リクエスト
• NextToken – UTF-8 文字列。
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継続トークン (これが継続呼び出しの場合)。
• MaxResults – 1～1000 の数値 (整数)。
応答の最大サイズ。

応答
• Jobs – Job (p. 895) オブジェクトの配列。
ジョブ定義のリスト。
• NextToken – UTF-8 文字列。
継続トークン (一部のジョブ定義がまだ返されていない場合)。

エラー
• InvalidInputException
• EntityNotFoundException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException

DeleteJob アクション (Python: delete_job)
指定したジョブ定義を削除します。ジョブ定義が見つからない場合、例外はスローされません。

リクエスト
• JobName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
削除するジョブ定義の名前。

応答
• JobName – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
削除されたジョブ定義の名前。

エラー
• InvalidInputException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException

ListJobs アクション (Python: list_jobs)
この AWS アカウントのすべてのジョブリソース、または指定されたタグを持つリソースの名前を取得し
ます。このオペレーションにより、アカウントで利用可能なリソースとその名前を確認できます。
このオペレーションはオプションの Tags フィールドを受け取ります。このフィールドをレスポンスの
フィルターとして使用すると、タグ付きリソースをグループとして取得できます。タグフィルタリングの
使用を選択した場合は、タグが付いたリソースのみが取得されます。
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リクエスト
• NextToken – UTF-8 文字列。
継続トークン (これが継続リクエストの場合)。
• MaxResults – 1～1000 の数値 (整数)。
返されるリストの最大サイズ。
• Tags – キーと値のペアのマップ配列。50 ペア以下。
各キーは UTF-8 文字列で、1～128 バイト長です。
各値は UTF-8 文字列で、256 バイト長以下です。
これらのタグ付きリソースのみを返すように指定します。

応答
• JobNames – UTF-8 文字列の配列。
アカウント内のすべてのジョブの名前、または指定されたタグを持つジョブの名前。
• NextToken – UTF-8 文字列。
継続トークン (戻されたリストに最後に使用可能なメトリクスが含まれていない場合)。

エラー
• InvalidInputException
• EntityNotFoundException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException

BatchGetJobs アクション (Python: batch_get_jobs)
指定されたジョブ名のリストのリソースメタデータのリストを返します。ListJobs オペレーションを呼
び出した後で、このオペレーションを呼び出すことで、アクセス許可が付与されているデータにアクセス
できます。このオペレーションは、タグを使用するアクセス許可条件を含め、すべての IAM のアクセス許
可をサポートします。

リクエスト
• JobNames – 必須: UTF-8 文字列の配列。
ジョブ名のリスト。これは ListJobs 操作から返された名前であることもあります。

応答
• Jobs – Job (p. 895) オブジェクトの配列。
ジョブ定義のリスト。
• JobsNotFound – UTF-8 文字列の配列。
ジョブの名前のリストが見つかりません。
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エラー
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException
• InvalidInputException

ジョブ実行
Jobs Runs API では、AWS Glue における、ジョブの実行の開始、停止、表示と、ジョブのブックマーク
のリセットに関連するデータ型と API について説明します。

データ型
• JobRun の構造 (p. 909)
• Predecessor 構造 (p. 912)
• JobBookmarkEntry 構造 (p. 912)
• BatchStopJobRunSuccessfulSubmission 構造 (p. 912)
• BatchStopJobRunError 構造 (p. 913)

JobRun の構造
ジョブ実行についての情報が含まれています。

フィールド
• Id – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
このジョブ実行の ID。
• Attempt – 数値 (整数)。
このジョブを実行しようと試みた回数。
• PreviousRunId – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
このジョブの以前の実行の ID。例えば、StartJobRun アクションで指定された JobRunId を表しま
す。
• TriggerName – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
このジョブ実行を開始したトリガーの名前。
• JobName – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
この実行で使用されているジョブ定義の名前。
• StartedOn – タイムスタンプ。
このジョブ実行が開始された日付と時刻。
• LastModifiedOn – タイムスタンプ。
このジョブ実行が最後に変更された時刻。
• CompletedOn – タイムスタンプ。
このジョブ実行が完了した日付と時刻。
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• JobRunState – UTF-8 文字列 (有効な値: STARTING | RUNNING | STOPPING | STOPPED | SUCCEEDED |
FAILED | TIMEOUT | ERROR | WAITING)。
現在のジョブ実行の状態。異常終了したジョブのステータスの詳細については、「AWS Glue Job Run
のステータス」を参照してください。
• Arguments – キーバリューペアのマップ配列。
各キーは UTF-8 文字列。
各値は UTF-8 文字列。
この実行に関連付けられているジョブの引数。このジョブ実行では、ジョブ定義自体に設定されている
デフォルト引数を置き換えます。
独自のジョブ実行スクリプトが消費する引数だけでなく、AWS Glue が消費する引数もここで指定でき
ます。
独自のジョブ引数を指定および使用する方法については、デベロッパーガイドの「Python での AWS
Glue API の呼び出す」のトピックを参照してください。
AWS Glue がジョブを設定するために使用するキーと値のペアについては、デベロッパーガイドのト
ピック「Special Parameters Used by AWS Glue」を参照してください。
• ErrorMessage – UTF-8 文字列。
このジョブ実行に関連付けられているエラーメッセージ。
• PredecessorRuns – Predecessor (p. 912) オブジェクトの配列。
このジョブ実行に先行するもののリスト。
• AllocatedCapacity – 数値 (整数)。
このフィールドは廃止されました。代わりに MaxCapacity を使用します。
この JobRun に割り当てられた AWS Glue データ処理ユニット (DPU) の数。2～100 DPU の範囲で割
り当てることができます。デフォルト値は 10 です。DPU は処理能力を相対的に測定するもので、4 個
の vCPU のコンピューティング性能と 16 GB のメモリで構成されています。詳細については、「AWS
Glue 料金表ページ」を参照してください。
• ExecutionTime – 数値 (整数)。
ジョブ実行でリソースを消費した時間 (秒)。
• Timeout - 数値 (整数)。1 以上。
JobRun のタイムアウト (分)。ジョブ実行が終了済みになって TIMEOUT ステータスに入るまでに、ジョ
ブ実行でリソースを消費できる最大時間です。この値は、親ジョブで設定したタイムアウト値を上書き
します。
ストリーミングジョブにはタイムアウトはありません。非ストリーミングジョブのデフォルトは 2,880
分 (48 時間) です。
• MaxCapacity – 数値 (double)。
このジョブの実行に割り当てることができる AWS Glue データ処理ユニット (DPU) の数。DPU は処理
能力を相対的に測定するもので、4 個の vCPU のコンピューティング性能と 16 GB のメモリで構成され
ています。詳細については、「AWS Glue 料金表ページ」を参照してください。
WorkerType および NumberOfWorkers を使用している場合は Max Capacity を設定しないでくださ
い。
MaxCapacity に割り当てることができる値は、Python シェルジョブと Apache Spark ETL ジョブのど
ちらを実行しているかによって異なります。
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• Python シェルジョブを指定すると (JobCommand.Name="pythonshell")、0.0625 または 1 DPU のいず
れかを割り当てることができます。デフォルトは 0.0625 DPU です。
• Apache Spark ETL ジョブを指定すると (JobCommand.Name="glueetl")、最低 2 つのDPU を割り当て
ることができます。デフォルトでは 10 DPU になっています。このジョブタイプには、小数の DPU
割り当てを指定できません。
• WorkerType – UTF-8 文字列 (有効な値: Standard="" | G.1X="" | G.2X="" | G.025X="")。
ジョブの実行時に割り当てられる事前定義済みのワーカーの種類。使用できる値
は、Standard、G.1X、G.2X、または G.025X です。
• Standard ワーカータイプでは、各ワーカーは 4 vCPU、16 GB のメモリ、50 GB のディスク、ワー
カーあたり 2 個のエグゼキュターを提供します。
• G.1X ワーカータイプでは、各ワーカーは 4 vCPU、16 GB のメモリ、64 GB のディスク、ワーカー
あたり 1 個のエグゼキュターを提供します。
• G.2X ワーカータイプでは、各ワーカーは 8 vCPU、32 GB のメモリ、128 GB のディスク、ワーカー
あたり 1 個のエグゼキュターを提供します。
• G.025X ワーカータイプでは、各ワーカーは 0.25 DPU (2 vCPU、4 GB のメモリ、64 GB のディスク)
にマッピングされており、ワーカーごとに 1 個の Executor を提供します。少量のストリーミングジョ
ブには、このワーカータイプをお勧めします。このワーカータイプは、AWS Glue バージョン 3.0 の
ストリーミングジョブでのみ使用できます。
• NumberOfWorkers – 数値 (整数)。
ジョブの実行時に割り当てられた、定義済みの workerType ワーカー数。
• SecurityConfiguration – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に
一致。
このジョブ実行で使用される SecurityConfiguration 構造の名前。
• LogGroupName – UTF-8 文字列。
セキュアなログ記録のための、ロググループの名前。AWS KMS を使用して、Amazon CloudWatch の
サーバー側で暗号化することができます。この名前には /aws-glue/jobs/ を指定できます。その場
合、デフォルトの暗号化は NONE です。ロール名および SecurityConfiguration 名 (つまり /awsglue/jobs-yourRoleName-yourSecurityConfigurationName/) を追加すると、そのセキュリ
ティ設定がロググループの暗号化に使用されます。
• NotificationProperty – NotificationProperty (p. 898) オブジェクト。
ジョブ実行通知の構成プロパティを指定します。
• GlueVersion – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Custom string pattern #15 (p. 1036) に一致。
Glue バージョンは、AWS Glue がサポートする Apache Spark と Python のバージョンを決定しま
す。Python バージョンは、Spark タイプのジョブでサポートされるバージョンを示します。
利用可能な AWS Glue のバージョン、および対応する Spark および Python のバージョンの詳細につい
ては、デベロッパーガイドの「Glue version」を参照してください。
Glue バージョンを指定せずに作成されたジョブは、デフォルトで Glue 0.9 に設定されます。
• DPUSeconds – 数値 (double)。
このフィールドは、Auto Scaling ジョブ実行についてのみ入力され、ジョブ実行のライフサイクル中に
各 Executor が実行された合計時間を秒単位で表します (DPU 係数 (G.1X ワーカーの場合は 1、G.2X
ワーカーの場合は 2、または G.025X ワーカーの場合は 0.25) を乗じたもの)。Auto Scaling ジョブの場
合に、この値は executionEngineRuntime * MaxCapacity とは異なる場合がありますが、これは
特定の時間に実行されるエグゼキュータの数が MaxCapacity より少ないことがあるためです。この場
合、DPUSeconds の値が executionEngineRuntime * MaxCapacity より小さくなる可能性がありま
す。
• ExecutionClass - UTF-8 文字列。16 バイト長以下 (有効値: FLEX="" | STANDARD="")。
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ジョブが標準実行クラスまたは柔軟な実行クラスのどちらで実行されるのかを示します。標準の実行ク
ラスは、素早くジョブを起動する必要があり、専用のリソースが必要な時間的な制約のあるワークロー
ドに最適です。
柔軟な実行クラスは、開始時刻と完了時刻が変化する時間的制約が厳しいジョブに適しています。
AWS Glue バージョン 3.0 以上のジョブの場合のみ、コマンドタイプ glueetl で ExecutionClass を
FLEX に設定できます。柔軟な実行クラスは Spark ジョブで使用できます。

Predecessor 構造
このジョブ実行をトリガーした条件トリガーの述語に使用されたジョブ実行。

フィールド
• JobName – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
先行するジョブ実行で使用したジョブ定義の名前。
• RunId – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
先行するジョブ実行のジョブ実行 ID。

JobBookmarkEntry 構造
ジョブの処理を再開できるポイントを定義します。

フィールド
• JobName – UTF-8 文字列。
該当するジョブの名前。
• Version – 数値 (整数)。
ジョブのバージョン。
• Run – 数値 (整数)。
実行 ID 番号。
• Attempt – 数値 (整数)。
試行 ID 番号。
• PreviousRunId – UTF-8 文字列。
前回のジョブ実行に関連付けられた一意の実行識別子。
• RunId – UTF-8 文字列。
実行 ID 番号。
• JobBookmark – UTF-8 文字列。
ブックマーク自体。

BatchStopJobRunSuccessfulSubmission 構造
指定された JobRun を停止するリクエストの成功を記録します。
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フィールド
• JobName – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
停止したジョブ実行で使用したジョブ定義の名前。
• JobRunId – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
停止したジョブ実行の JobRunId。

BatchStopJobRunError 構造
指定したジョブ実行を停止しようとして発生したエラーを記録します。

フィールド
• JobName – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
該当するジョブ実行で使用したジョブ定義の名前。
• JobRunId – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
該当するジョブ実行の JobRunId。
• ErrorDetail – ErrorDetail (p. 1031) オブジェクト。
発生したエラーに関する詳細を指定します。

操作
• StartJobRun アクション (Python: start_job_run) (p. 913)
• BatchStopJobRun アクション (Python: batch_stop_job_run) (p. 915)
• GetJobRun アクション (Python: get_job_run) (p. 916)
• GetJobRuns アクション (Python: get_job_runs) (p. 916)
• GetJobBookmark アクション (Python: get_job_bookmark) (p. 917)
• GetJobBookmarks アクション (Python: get_job_bookmarks) (p. 918)
• ResetJobBookmark アクション (Python: reset_job_bookmark) (p. 919)

StartJobRun アクション (Python: start_job_run)
ジョブ定義を使用してジョブ実行を開始します。

リクエスト
• JobName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、「Single-line string pattern (p. 1036)」に一致。
使用するジョブ定義の名前。
• JobRunId – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
再試行する以前の JobRun の ID。
• Arguments – キーバリューペアのマップ配列。
各キーは UTF-8 文字列。
各値は UTF-8 文字列。
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特にこの実行のためのジョブの引数。このジョブ実行では、ジョブ定義自体に設定されているデフォル
ト引数を置き換えます。
独自のジョブ実行スクリプトが消費する引数だけでなく、AWS Glue が消費する引数もここで指定でき
ます。
ジョブ引数はログに記録される場合があります。プレーンテキストのシークレットを引数として渡さな
いでください。ジョブ内に保持する場合は、AWS Glue 接続、AWS Secrets Manager または他のシーク
レット管理メカニズムから取得します。
独自のジョブ引数を指定および使用する方法については、デベロッパーガイドのトピック「Calling AWS
Glue APIs in Python」を参照してください。
AWS Glue がジョブを設定するために使用するキーと値のペアについては、デベロッパーガイドのト
ピック「Special Parameters Used by AWS Glue」を参照してください。
• AllocatedCapacity – 数値 (整数)。
このフィールドは廃止されました。代わりに MaxCapacity を使用します。
この JobRun に割り当てる AWS Glue データ処理ユニット (DPU) の数。最低 2 つの DPUを割り当てる
ことができます。デフォルトは 10 です。DPU は処理能力を相対的に測定するもので、4 個の vCPU の
コンピューティング性能と 16 GB のメモリで構成されています。詳細については、「AWS Glue 料金表
ページ」を参照してください。
• Timeout - 数値 (整数)。1 以上。
JobRun のタイムアウト (分)。ジョブ実行が終了済みになって TIMEOUT ステータスに入るまでに、ジョ
ブ実行でリソースを消費できる最大時間です。この値は、親ジョブで設定したタイムアウト値を上書き
します。
ストリーミングジョブにはタイムアウトはありません。非ストリーミングジョブのデフォルトは 2,880
分 (48 時間) です。
• MaxCapacity – 数値 (double)。
このジョブの実行に割り当てることができる AWS Glue データ処理ユニット (DPU) の数。DPU は処理
能力を相対的に測定するもので、4 個の vCPU のコンピューティング性能と 16 GB のメモリで構成され
ています。詳細については、「AWS Glue 料金表ページ」を参照してください。
WorkerType および NumberOfWorkers を使用している場合は Max Capacity を設定しないでくださ
い。
MaxCapacity に割り当てることができる値は、Python シェルジョブと Apache Spark ETL ジョブのど
ちらを実行しているかによって異なります。
• Python シェルジョブを指定すると (JobCommand.Name="pythonshell")、0.0625 または 1 DPU のいず
れかを割り当てることができます。デフォルトは 0.0625 DPU です。
• Apache Spark ETL ジョブを指定すると (JobCommand.Name="glueetl")、最低 2 つのDPU を割り当て
ることができます。デフォルトでは 10 DPU になっています。このジョブタイプには、小数の DPU
割り当てを指定できません。
• SecurityConfiguration – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に
一致。
このジョブ実行で使用される SecurityConfiguration 構造の名前。
• NotificationProperty – NotificationProperty (p. 898) オブジェクト。
ジョブ実行通知の構成プロパティを指定します。
• WorkerType – UTF-8 文字列 (有効な値: Standard="" | G.1X="" | G.2X="" | G.025X="")。
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ジョブの実行時に割り当てられる事前定義済みのワーカーの種類。使用できる値
は、Standard、G.1X、G.2X、または G.025X です。
• Standard ワーカータイプでは、各ワーカーは 4 vCPU、16 GB のメモリ、50 GB のディスク、ワー
カーあたり 2 個のエグゼキュターを提供します。
• G.1X ワーカータイプでは、各ワーカーは 4 vCPU、16 GB のメモリ、64 GB のディスク、ワーカー
あたり 1 個のエグゼキュターを提供します。
• G.2X ワーカータイプでは、各ワーカーは 8 vCPU、32 GB のメモリ、128 GB のディスク、ワーカー
あたり 1 個のエグゼキュターを提供します。
• G.025X ワーカータイプでは、各ワーカーは 0.25 DPU (2 vCPU、4 GB のメモリ、64 GB のディスク)
にマッピングされており、ワーカーごとに 1 個の Executor を提供します。少量のストリーミングジョ
ブには、このワーカータイプをお勧めします。このワーカータイプは、AWS Glue バージョン 3.0 の
ストリーミングジョブでのみ使用できます。
• NumberOfWorkers – 数値 (整数)。
ジョブの実行時に割り当てられた、定義済みの workerType ワーカー数。
• ExecutionClass - UTF-8 文字列。16 バイト長以下 (有効値: FLEX="" | STANDARD="")。
ジョブが標準実行クラスまたは柔軟な実行クラスのどちらで実行されるのかを示します。標準の実行ク
ラスは、素早くジョブを起動する必要があり、専用のリソースが必要な時間的な制約のあるワークロー
ドに最適です。
柔軟な実行クラスは、開始時刻と完了時刻が変化する時間的制約が厳しいジョブに適しています。
AWS Glue バージョン 3.0 以上のジョブの場合のみ、コマンドタイプ glueetl で ExecutionClass を
FLEX に設定できます。柔軟な実行クラスは Spark ジョブで使用できます。

応答
• JobRunId – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、「Single-line string pattern (p. 1036)」に一致。
このジョブ実行に割り当てられた ID。

エラー
• InvalidInputException
• EntityNotFoundException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException
• ResourceNumberLimitExceededException
• ConcurrentRunsExceededException

BatchStopJobRun アクション (Python: batch_stop_job_run)
指定したジョブ定義の 1 つ以上のジョブ実行を停止します。

リクエスト
• JobName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、「Single-line string pattern (p. 1036)」に一致。
ジョブ実行を停止するジョブ定義の名前。
• JobRunIds – 必須: UTF-8 文字列の配列。1 ～ 25 個の文字列。
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このジョブ定義で停止する JobRunIds のリスト。

応答
• SuccessfulSubmissions – BatchStopJobRunSuccessfulSubmission (p. 912) オブジェクトの配列。
正常に送信された停止対象の JobRun のリスト。
• Errors – BatchStopJobRunError (p. 913) オブジェクトの配列。
JobRuns を停止しようとして発生したエラーのリスト。各エラーで発生した JobRunId とエラーの詳
細が含まれます。

エラー
• InvalidInputException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException

GetJobRun アクション (Python: get_job_run)
指定されたジョブ実行のメタデータを取得します。

リクエスト
• JobName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、「Single-line string pattern (p. 1036)」に一致。
実行中のジョブ定義の名前。
• RunId – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
ジョブ実行の ID。
• PredecessorsIncluded – ブール。
以前の実行のリストが返される場合は、true です。

応答
• JobRun – JobRun (p. 909) オブジェクト。
リクエストされたジョブ実行のメタデータ。

エラー
• InvalidInputException
• EntityNotFoundException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException

GetJobRuns アクション (Python: get_job_runs)
特定のジョブ定義に該当するすべての実行のメタデータを取得します。
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リクエスト
• JobName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、「Single-line string pattern (p. 1036)」に一致。
すべてのジョブ実行を取得するジョブ定義の名前。
• NextToken – UTF-8 文字列。
継続トークン (これが継続呼び出しの場合)。
• MaxResults – 1～1000 の数値 (整数)。
応答の最大サイズ。

応答
• JobRuns – JobRun (p. 909) オブジェクトの配列。
ジョブ実行のメタデータオブジェクトのリスト。
• NextToken – UTF-8 文字列。
継続トークン (一部のリクエストされたジョブがまだ返されていない場合)。

エラー
• InvalidInputException
• EntityNotFoundException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException

GetJobBookmark アクション (Python: get_job_bookmark)
ジョブブックマークエントリに関する情報を返します。
ジョブのブックマークの有効化と使用の詳細については、以下を参照してください。
• ジョブのブックマークを使用した処理済みデータの追跡
• AWS Glue によって使用されるジョブパラメータ
• Job 構造

リクエスト
• JobName – 必須: UTF-8 文字列。
該当するジョブの名前。
• Version – 数値 (整数)。
ジョブのバージョン。
• RunId – UTF-8 文字列。
このジョブの実行に関連付けられた一意の実行識別子。

応答
• JobBookmarkEntry – JobBookmarkEntry (p. 912) オブジェクト。
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ジョブの処理を再開できるポイントを定義する構造。

エラー
• EntityNotFoundException
• InvalidInputException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException
• ValidationException

GetJobBookmarks アクション (Python: get_job_bookmarks)
ジョブブックマークエントリに関する情報を返します。リストは、バージョン番号の小さい順に並べられ
ます。
ジョブのブックマークの有効化と使用の詳細については、以下を参照してください。
• ジョブのブックマークを使用した処理済みデータの追跡
• AWS Glue によって使用されるジョブパラメータ
• Job 構造

リクエスト
• JobName – 必須: UTF-8 文字列。
該当するジョブの名前。
• MaxResults – 数値 (整数)。
応答の最大サイズ。
• NextToken – 数値 (整数)。
継続トークン (これが継続呼び出しの場合)。

応答
• JobBookmarkEntries – JobBookmarkEntry (p. 912) オブジェクトの配列。
ジョブの処理を再開できるポイントを定義するジョブブックマークエントリのリスト。
• NextToken – 数値 (整数)。
継続トークン。すべてのエントリが返される場合は 1、要求されたすべてのジョブ実行が返されなかっ
た場合は 1 より大きい値を持ちます。

エラー
• InvalidInputException
• EntityNotFoundException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException
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ResetJobBookmark アクション (Python: reset_job_bookmark)
ブックマークエントリをリセットします。
ジョブのブックマークの有効化と使用の詳細については、以下を参照してください。
• ジョブのブックマークを使用した処理済みデータの追跡
• AWS Glue によって使用されるジョブパラメータ
• Job 構造

リクエスト
• JobName – 必須: UTF-8 文字列。
該当するジョブの名前。
• RunId – UTF-8 文字列。
このジョブの実行に関連付けられた一意の実行識別子。

応答
• JobBookmarkEntry – JobBookmarkEntry (p. 912) オブジェクト。
ブックマークエントリのリセット。

エラー
• EntityNotFoundException
• InvalidInputException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException

トリガー
Triggers API では、AWS Glue におけるジョブトリガーの作成、更新、削除と、開始および停止に関連す
るデータ型と API について説明します。

データ型
• トリガー構造 (p. 919)
• TriggerUpdate 構造 (p. 920)
• 述語構造 (p. 921)
• 条件の構造 (p. 921)
• アクション構造 (p. 922)
• EventBatchingCondition 構造 (p. 922)

トリガー構造
特定のトリガーに関する情報です。
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フィールド
• Name – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
トリガーの名前。
• WorkflowName – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
トリガーに関連付けられているワークフローの名前。
• Id – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
将来の利用のために予約されています。
• Type – UTF-8 文字列 (有効な値: SCHEDULED | CONDITIONAL | ON_DEMAND | EVENT)。
これがトリガーのタイプです。
• State – UTF-8 文字列 (有効な値: CREATING | CREATED | ACTIVATING | ACTIVATED | DEACTIVATING
| DEACTIVATED | DELETING | UPDATING)。
現在のトリガーの状態。
• Description – 説明文字列、2048 バイト長以下、URI address multi-line string pattern (p. 1036) に一
致。
このトリガーの説明。
• Schedule – UTF-8 文字列。
スケジュールを指定するために使用される cron 式 (ジョブとクローラーの時間ベースのスケジュールを
参照してください。) たとえば、毎日 12:15 UTC に何かを実行するには、cron(15 12 * * ? *) を
指定します。
• Actions – アクション (p. 922) オブジェクトの配列。
このトリガーによって開始されるアクション。
• Predicate – 述語 (p. 921) オブジェクト。
このトリガーの述語は、いつトリガーを起動するかを定義します。
• EventBatchingCondition – EventBatchingCondition (p. 922) オブジェクト。
EventBridge イベントトリガーが起動する前に、満たす必要があるBatch 条件 (指定された受信イベント
数またはバッチ時間ウィンドウの期限切れ)。

TriggerUpdate 構造
トリガーの更新に使用する情報を提供するために使用される構造です。このオブジェクトは、前のトリ
ガー定義を完全に上書きして更新します。

フィールド
• Name – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
将来の利用のために予約されています。
• Description – 説明文字列、2048 バイト長以下、URI address multi-line string pattern (p. 1036) に一
致。
このトリガーの説明。
• Schedule – UTF-8 文字列。
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スケジュールを指定するために使用される cron 式 (ジョブとクローラーの時間ベースのスケジュールを
参照してください。) たとえば、毎日 12:15 UTC に何かを実行するには、cron(15 12 * * ? *) を
指定します。
• Actions – アクション (p. 922) オブジェクトの配列。
このトリガーによって開始されるアクション。
• Predicate – 述語 (p. 921) オブジェクト。
このトリガーの述語は、いつトリガーを起動するかを定義します。
• EventBatchingCondition – EventBatchingCondition (p. 922) オブジェクト。
EventBridge イベントトリガーが起動する前に、満たす必要があるBatch 条件 (指定された受信イベント
数またはバッチ時間ウィンドウの期限切れ)。

述語構造
トリガーがいつ起動するかを決定するトリガーの述語を定義します。

フィールド
• Logical – UTF-8 文字列 (有効な値: AND | ANY)。
1 つの条件のみが表示されている場合のオプションフィールドです。複数の条件が表示されている場
合、このフィールドは必須です。
• Conditions – 条件 (p. 921) オブジェクトの配列。
トリガーがいつ起動するかを決定する条件のリスト。

条件の構造
トリガーが起動する条件を定義します。

フィールド
• LogicalOperator – UTF-8 文字列 (有効な値: EQUALS)。
論理演算子。
• JobName – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
JobRuns のこの条件が適用され、このトリガーが待機するジョブの名前。
• State – UTF-8 文字列 (有効な値: STARTING | RUNNING | STOPPING | STOPPED | SUCCEEDED | FAILED
| TIMEOUT | ERROR | WAITING)。
条件の状態。現在、トリガーがリッスンできるジョブ状態は SUCCEEDED、STOPPED、FAILED、およ
び TIMEOUT のみです。トリガーがリッスンできるクローラー状態は SUCCEEDED、FAILED、および
CANCELLED のみです。
• CrawlerName – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
この条件が適用されるクローラーの名前。
• CrawlState - UTF-8 文字列 (有効値: RUNNING | CANCELLING | CANCELLED | SUCCEEDED | FAILED |
ERROR).。
この条件が適用されるクローラーの状態。
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アクション構造
トリガーによって開始されるアクションを定義します。

フィールド
• JobName – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
実行されるジョブの名前。
• Arguments – キーバリューペアのマップ配列。
各キーは UTF-8 文字列。
各値は UTF-8 文字列。
このトリガーが起動するときに使用されるジョブ引数。このジョブ実行では、ジョブ定義自体に設定さ
れているデフォルト引数を置き換えます。
独自のジョブ実行スクリプトが消費する引数だけでなく、AWS Glue が消費する引数もここで指定でき
ます。
独自のジョブ引数を指定および使用する方法については、デベロッパーガイドのトピック「Calling AWS
Glue APIs in Python」を参照してください。
AWS Glue がジョブを設定するために使用するキーと値のペアについては、デベロッパーガイドのト
ピック「Special Parameters Used by AWS Glue」を参照してください。
• Timeout - 数値 (整数)。1 以上。
JobRun のタイムアウト (分)。ジョブ実行が終了済みになって TIMEOUT ステータスに入るまでに、ジョ
ブ実行でリソースを消費できる最大時間です。デフォルト値は 2,880 分 (48 時間) です。これにより、
親ジョブで設定したタイムアウト値が上書きされます。
• SecurityConfiguration – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に
一致。
このジョブで使用される SecurityConfiguration 構造の名前。
• NotificationProperty – NotificationProperty (p. 898) オブジェクト。
ジョブ実行通知の構成プロパティを指定します。
• CrawlerName – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
このアクションで使用されるクローラーの名前。

EventBatchingCondition 構造
EventBridge イベントトリガーが起動する前に、満たす必要があるBatch 条件 (指定された受信イベント数
またはバッチ時間ウィンドウの期限切れ)。

フィールド
• BatchSize – 必須: 数値 (integer)。1～100。
EventBridge イベントトリガーが発生する前に、Amazon EventBridge から受信する必要のあるイベント
の数。
• BatchWindow – 数値 (integer)。1～900。
EventBridge イベントトリガーが起動するまでの時間 (秒単位)。最初のイベントを受信したときからの
時間です。
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操作
• CreateTrigger アクション (Python: create_trigger) (p. 923)
• StartTrigger アクション (Python: start_trigger) (p. 924)
• GetTrigger アクション (Python: get_trigger) (p. 925)
• GetTriggers アクション (Python: get_triggers) (p. 925)
• UpdateTrigger アクション (Python: update_trigger) (p. 926)
• StopTrigger アクション (Python: stop_trigger) (p. 926)
• DeleteTrigger アクション (Python: delete_trigger) (p. 927)
• ListTriggers アクション (Python: list_triggers) (p. 927)
• BatchGetTriggers アクション (Python: batch_get_triggers) (p. 928)

CreateTrigger アクション (Python: create_trigger)
新しいトリガーを作成します。

リクエスト
• Name – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
トリガーの名前。
• WorkflowName – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
トリガーに関連付けられているワークフローの名前。
• Type – 必須: UTF-8 文字列 (有効な値: SCHEDULED | CONDITIONAL | ON_DEMAND | EVENT)。
新しいトリガーのタイプ。
• Schedule – UTF-8 文字列。
スケジュールを指定するために使用される cron 式 (ジョブとクローラーの時間ベースのスケジュールを
参照してください。) たとえば、毎日 12:15 UTC に何かを実行するには、cron(15 12 * * ? *) を
指定します。
このフィールドは、トリガータイプが SCHEDULED の場合に必要です。
• Predicate – 述語 (p. 921) オブジェクト。
新しいトリガーがいつ起動するかを指定する述語です。
このフィールドは、トリガータイプが CONDITIONAL の場合に必要です。
• Actions – 必須: アクション (p. 922) オブジェクトの配列。
このトリガーが起動したときに開始されるアクション。
• Description – 説明文字列、2048 バイト長以下、URI address multi-line string pattern (p. 1036) に一
致。
新しいトリガーの説明。
• StartOnCreation – ブール。
作成時に SCHEDULED および CONDITIONAL トリガーを起動するには、true に設定します。True は
ON_DEMAND トリガーではサポートされません。
• Tags – キーと値のペアのマップ配列。50 ペア以下。
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各キーは UTF-8 文字列で、1～128 バイト長です。
各値は UTF-8 文字列で、256 バイト長以下です。
このトリガーで使用するタグ。トリガーへのアクセスを制限するためにタグを使用することができま
す。AWS Glue のタグの詳細については、デベロッパーガイドの「AWS Tags in AWS Glue」を参照し
てください。
• EventBatchingCondition – EventBatchingCondition (p. 922) オブジェクト。
EventBridge イベントトリガーが起動する前に、満たす必要があるBatch 条件 (指定された受信イベント
数またはバッチ時間ウィンドウの期限切れ)。

応答
• Name – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
トリガーの名前。

エラー
• AlreadyExistsException
• EntityNotFoundException
• InvalidInputException
• IdempotentParameterMismatchException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException
• ResourceNumberLimitExceededException
• ConcurrentModificationException

StartTrigger アクション (Python: start_trigger)
既存のトリガーを開始します。さまざまなタイプのトリガーの開始方法については、「ジョブのトリ
ガー」を参照してください。

リクエスト
• Name – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
開始するトリガーの名前。

応答
• Name – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
開始されたトリガーの名前。

エラー
• InvalidInputException
• InternalServiceException
• EntityNotFoundException
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• OperationTimeoutException
• ResourceNumberLimitExceededException
• ConcurrentRunsExceededException

GetTrigger アクション (Python: get_trigger)
トリガーの定義を取得します。

リクエスト
• Name – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
取得するトリガーの名前。

応答
• Trigger – [Trigger] (トリガー) (p. 919) オブジェクト。
リクエストされたトリガー定義。

エラー
• EntityNotFoundException
• InvalidInputException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException

GetTriggers アクション (Python: get_triggers)
ジョブに関連付けられているすべてのトリガーを取得します。

リクエスト
• NextToken – UTF-8 文字列。
継続トークン (これが継続呼び出しの場合)。
• DependentJobName – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
トリガーを取得するジョブの名前。このジョブを開始できるトリガーが返されます。このようなトリ
ガーがない場合、すべてのトリガーが返されます。
• MaxResults – 1～1000 の数値 (整数)。
応答の最大サイズ。

応答
• Triggers – [Trigger] (トリガー) (p. 919) オブジェクトの配列。
指定されたジョブのトリガーのリスト。
• NextToken – UTF-8 文字列。
リクエストされたトリガーのすべてがまだ返されていない場合は、継続トークン。
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エラー
• EntityNotFoundException
• InvalidInputException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException

UpdateTrigger アクション (Python: update_trigger)
トリガー定義を更新します。

リクエスト
• Name – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
更新するトリガーの名前。
• TriggerUpdate – 必須: TriggerUpdate (p. 920) オブジェクト。
トリガーの更新に使用する新しい値。

応答
• Trigger – [Trigger] (トリガー) (p. 919) オブジェクト。
結果として生じるトリガー定義。

エラー
• InvalidInputException
• InternalServiceException
• EntityNotFoundException
• OperationTimeoutException
• ConcurrentModificationException

StopTrigger アクション (Python: stop_trigger)
指定されたトリガーを停止します。

リクエスト
• Name – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
停止するトリガーの名前。

応答
• Name – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
停止したトリガーの名前。
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エラー
• InvalidInputException
• InternalServiceException
• EntityNotFoundException
• OperationTimeoutException
• ConcurrentModificationException

DeleteTrigger アクション (Python: delete_trigger)
指定されたトリガーを削除します。トリガーが見つからない場合、例外はスローされません。

リクエスト
• Name – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
削除するトリガーの名前。

応答
• Name – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
削除されたトリガーの名前。

エラー
• InvalidInputException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException
• ConcurrentModificationException

ListTriggers アクション (Python: list_triggers)
この AWS アカウントのすべてのトリガーリソース、または指定されたタグを持つリソースの名前を取得
します。このオペレーションにより、アカウントで利用可能なリソースとその名前を確認できます。
このオペレーションはオプションの Tags フィールドを受け取ります。このフィールドをレスポンスの
フィルターとして使用すると、タグ付きリソースをグループとして取得できます。タグフィルタリングの
使用を選択した場合は、タグが付いたリソースのみが取得されます。

リクエスト
• NextToken – UTF-8 文字列。
継続トークン (これが継続リクエストの場合)。
• DependentJobName – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
トリガーを取得するジョブの名前。このジョブを開始できるトリガーが返されます。このようなトリ
ガーがない場合は、すべてのトリガーが返ります。
• MaxResults – 1～1000 の数値 (整数)。
返されるリストの最大サイズ。
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• Tags – キーと値のペアのマップ配列。50 ペア以下。
各キーは UTF-8 文字列で、1～128 バイト長です。
各値は UTF-8 文字列で、256 バイト長以下です。
これらのタグ付きリソースのみを返すように指定します。

応答
• TriggerNames – UTF-8 文字列の配列。
アカウント内のすべてのトリガーの名前、または指定されたタグを持つトリガーの名前。
• NextToken – UTF-8 文字列。
継続トークン (戻されたリストに最後に使用可能なメトリクスが含まれていない場合)。

エラー
• EntityNotFoundException
• InvalidInputException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException

BatchGetTriggers アクション (Python: batch_get_triggers)
指定されたトリガー名のリストのリソースメタデータのリストを返します。ListTriggers オペレーショ
ンを呼び出した後で、このオペレーションを呼び出すことで、アクセス許可が付与されているデータにア
クセスできます。このオペレーションは、タグを使用するアクセス許可条件を含め、すべての IAM のアク
セス許可をサポートします。

リクエスト
• TriggerNames – 必須: UTF-8 文字列の配列。
トリガー名のリスト。これは ListTriggers オペレーションから返される名前です。

応答
• Triggers – [Trigger] (トリガー) (p. 919) オブジェクトの配列。
トリガー定義のリスト。
• TriggersNotFound – UTF-8 文字列の配列。
トリガーの名前のリストが見つかりません。

エラー
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException
• InvalidInputException
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インタラクティブセッション API
インタラクティブセッション API は、AWS Glue インタラクティブセッションを使用して、データ統合に
向けた抽出、変換、ロード (ETL) スクリプトを構築およびテストする際に関連する AWS Glue API につい
て説明します。

データ型
• セッション構造 (p. 929)
• SessionCommand の構造 (p. 930)
• Statement 構造 (p. 930)
• StatementOutput 構造 (p. 931)
• StatementOutputData 構造 (p. 931)

セッション構造
リモート Spark ランタイム環境が実行されている期間。

フィールド
• Id – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
セッションの ID
• CreatedOn – タイムスタンプ。
セッションが作成された日時。
• Status - UTF-8 文字列 (有効値: PROVISIONING | READY | FAILED | TIMEOUT | STOPPING |
STOPPED).。
セッションのステータスです。
• ErrorMessage – 説明文字列、2048 バイト長以下、URI address multi-line string pattern (p. 1036) に一
致。
セッション中に表示されるエラーメッセージです。
• Description – 説明文字列、2048 バイト長以下、URI address multi-line string pattern (p. 1036) に一
致。
セッションの説明です。
• Role - UTF-8 文字列。20 ～ 2,048 バイト長。Custom string pattern #20 (p. 1036) に一致。
セッションに関連付けられている IAM ロールの名前または Amazon リソースネーム (ARN)。
• Command – SessionCommand (p. 930) オブジェクト。
コマンドオブジェクト。「sessionCommand」を参照してください。
• DefaultArguments – キーバリューペアのマップ配列。75 ペア以下。
各キーは UTF-8 文字列、1～128 バイト長で、Custom string pattern #21 (p. 1036) に一致します。
各値は UTF-8 文字列、4096 バイト長で、URI address multi-line string pattern (p. 1036) に一致しま
す。
キーバリューペアのマップ配列。最大ペア数は 75 です。
• Connections – ConnectionsList (p. 899) オブジェクト。
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セッションに使用される接続の数。
• Progress – 数値 (double)。
セッションのコード実行の進行状況。
• MaxCapacity – 数値 (double)。
ジョブの実行に割り当てることができる AWS Glue データ処理ユニット (DPU) の数。DPU は処理能力
を相対的に測定するもので、4 個の vCPU のコンピューティング性能と 16 GB のメモリで構成されてい
ます。
• SecurityConfiguration – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に
一致。
セッションで使用される SecurityConfiguration 構造の名前。
• GlueVersion – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Custom string pattern #15 (p. 1036) に一致。
AWS Glueバージョンにより、AWS Glueがサポートする Apache Spark と Python のバージョンが決定
されます。GlueVersion は 2.0 以上である必要があります。
• DataAccessId – UTF-8 文字列、1 ～ 36 バイト。
セッションのデータアクセス ID。
• PartitionId – UTF-8 文字列、1 ～ 36 バイト。
セッションのパーティション ID。

SessionCommand の構造
ジョブを実行する SessionCommand。

フィールド
• Name – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
SessionCommand の名前を指定します。「glueetl」または「gluestreaming」を使用できます。
• PythonVersion– UTF-8 文字列、「Custom string pattern #16 (p. 1036)」に一致。
Python バージョンを指定します。Python バージョンは、Spark タイプのジョブでサポートされるバー
ジョンを示します。

Statement 構造
セッションで特定のアクションを発生させるためのステートメントまたはリクエスト。

フィールド
• Id – 数値 (整数)。
ステートメントの ID。
• Code – UTF-8 文字列。
ステートメントの実行コード。
• State - UTF-8 文字列 (有効値: WAITING | RUNNING | AVAILABLE | CANCELLING | CANCELLED |
ERROR).。
リクエストがアクションされている間の状態。
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• Output – StatementOutput (p. 931) オブジェクト。
JSON 形式での出力。
• Progress – 数値 (double)。
コード実行の進行状況。
• StartedOn – 数値 (long 型)。
ジョブ定義が開始された UNIX の日時。
• CompletedOn – 数値 (long 型)。
ジョブ定義が完了した UNIX の日時。

StatementOutput 構造
JSON 形式のコード実行の出力。

フィールド
• Data – StatementOutputData (p. 931) オブジェクト。
コード実行の出力。
• ExecutionCount – 数値 (整数)。
出力の実行回数。
• Status - UTF-8 文字列 (有効値: WAITING | RUNNING | AVAILABLE | CANCELLING | CANCELLED |
ERROR).。
コード実行の出力状態。
• ErrorName – UTF-8 文字列。
出力内エラーの名前。
• ErrorValue – UTF-8 文字列。
出力のエラー値。
• Traceback – UTF-8 文字列の配列。
出力のトレースバック。

StatementOutputData 構造
JSON 形式のコード実行の出力。

フィールド
• TextPlain – UTF-8 文字列。
テキスト形式のコード実行の出力。

操作
• CreateSession アクション (Python: create_session) (p. 932)
• StopSession アクション (Python: stop_session) (p. 934)
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• DeleteSession アクション (Python: delete_session) (p. 934)
• GetSession アクション (Python: get_session) (p. 935)
• ListSessions アクション (Python: list_sessions) (p. 935)
• RunStatement アクション (Python: run_statement) (p. 936)
• CancelStatement アクション (Python: cancel_statement) (p. 937)
• GetStatement アクション (Python: get_statement) (p. 937)
• ListStatements アクション (Python: list_statements) (p. 938)

CreateSession アクション (Python: create_session)
新しいセッションを作成します。

リクエスト
新しいセッションの作成をリクエストします。
• Id – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
セッションリクエストの ID。
• Description – 説明文字列、2048 バイト長以下、URI address multi-line string pattern (p. 1036) に一
致。
セッションの説明です。
• Role – 必須: UTF-8 文字列。20 ～ 2048 バイト長。Custom string pattern #20 (p. 1036) に一致。
IAM ロール の ARN
• Command – 必須: SessionCommand (p. 930) オブジェクト。
ジョブを実行する SessionCommand。
• Timeout - 数値 (整数)。1 以上。
リクエストがタイムアウトするまでの秒数。
• IdleTimeout - 数値 (整数)。1 以上。
リクエストがタイムアウトするまでのアイドル時の秒数。
• DefaultArguments – キーバリューペアのマップ配列。75 ペア以下。
各キーは UTF-8 文字列、1～128 バイト長で、Custom string pattern #21 (p. 1036) に一致します。
各値は UTF-8 文字列、4096 バイト長で、URI address multi-line string pattern (p. 1036) に一致しま
す。
キーバリューペアのマップ配列。最大ペア数は 75 です。
• Connections – ConnectionsList (p. 899) オブジェクト。
セッションに使用する接続の数。
• MaxCapacity – 数値 (double)。
ジョブの実行に割り当てることができる AWS Glue データ処理ユニット (DPU) の数。DPU は処理能力
を相対的に測定するもので、4 個の vCPU のコンピューティング性能と 16 GB のメモリで構成されてい
ます。
• NumberOfWorkers – 数値 (整数)。
セッションに使用する、定義済み WorkerType のワーカー数。
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• WorkerType – UTF-8 文字列 (有効な値: Standard="" | G.1X="" | G.2X="" | G.025X="")。
セッションに使用するために割り当てられている事前定義済みワーカーのタイプ。使用できる値
は、Standard、G.1X、G.2X、または G.025X です。
• Standard ワーカータイプでは、各ワーカーは 4 vCPU、16 GB のメモリ、50 GB のディスク、ワー
カーあたり 2 個のエグゼキュターを提供します。
• G.1X ワーカータイプでは、各ワーカーは 1 DPU (4 vCPU、16 GB のメモリ、64 GB のディスク) に
マッピングされており、ワーカーごとに 1 個のエグゼキュターを提供します。メモリを大量に消費す
るジョブには、このワーカータイプをお勧めします。
• G.2X ワーカータイプでは、各ワーカーは 2 DPU (8 vCPU、32 GB のメモリ、128 GB のディスク) に
マッピングされており、ワーカーごとに 1 個のエグゼキュターを提供します。メモリを大量に消費す
るジョブには、このワーカータイプをお勧めします。
• G.025X ワーカータイプでは、各ワーカーは 0.25 DPU (2 vCPU、4 GB のメモリ、64 GB のディスク)
にマッピングされており、ワーカーごとに 1 個の Executor を提供します。少量のストリーミングジョ
ブには、このワーカータイプをお勧めします。このワーカータイプは、AWS Glue バージョン 3.0 の
ストリーミングジョブでのみ使用できます。
• SecurityConfiguration – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に
一致。
セッションで使用される SecurityConfiguration 構造の名前
• GlueVersion – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Custom string pattern #15 (p. 1036) に一致。
AWS Glueバージョンにより、AWS Glueがサポートする Apache Spark と Python のバージョンが決定
されます。GlueVersion は 2.0 以上である必要があります。
• DataAccessId – UTF-8 文字列、1 ～ 36 バイト。
セッションのデータアクセス ID。
• PartitionId – UTF-8 文字列、1 ～ 36 バイト。
セッションのパーティション ID。
• Tags – キーと値のペアのマップ配列。50 ペア以下。
各キーは UTF-8 文字列で、1～128 バイト長です。
各値は UTF-8 文字列で、256 バイト長以下です。
セッションに属するキーバリューペアのマップ (タグ)。
• RequestOrigin – UTF-8 文字列、1～128 バイト長、「Custom string pattern #21 (p. 1036)」に一致。
リクエストの送信元。

応答
• Session – セッション (p. 929) オブジェクト。
レスポンス内のセッションオブジェクトを返します。

エラー
• AccessDeniedException
• IdempotentParameterMismatchException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException
• InvalidInputException
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• ValidationException
• AlreadyExistsException
• ResourceNumberLimitExceededException

StopSession アクション (Python: stop_session)
セッションを停止します。

リクエスト
• Id – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、「Single-line string pattern (p. 1036)」に一致。
停止するセッションの ID。
• RequestOrigin – UTF-8 文字列、1～128 バイト長、「Custom string pattern #21 (p. 1036)」に一致。
リクエストの送信元。

応答
• Id – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、「Single-line string pattern (p. 1036)」に一致。
停止したセッションの ID を返します。

エラー
• AccessDeniedException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException
• InvalidInputException
• IllegalSessionStateException
• ConcurrentModificationException

DeleteSession アクション (Python: delete_session)
セッションを削除します。

リクエスト
• Id – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、「Single-line string pattern (p. 1036)」に一致。
削除するセッションの ID。
• RequestOrigin – UTF-8 文字列、1～128 バイト長、「Custom string pattern #21 (p. 1036)」に一致。
セッション削除リクエスト送信元の名前。

応答
• Id – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、「Single-line string pattern (p. 1036)」に一致。
削除したセッションの ID を返します。
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エラー
• AccessDeniedException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException
• InvalidInputException
• IllegalSessionStateException
• ConcurrentModificationException

GetSession アクション (Python: get_session)
セッションを取得します。

リクエスト
• Id – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、「Single-line string pattern (p. 1036)」に一致。
セッションの ID
• RequestOrigin – UTF-8 文字列、1～128 バイト長、「Custom string pattern #21 (p. 1036)」に一致。
リクエストの送信元。

応答
• Session – セッション (p. 929) オブジェクト。
セッションオブジェクトはレスポンスで返されます。

エラー
• AccessDeniedException
• EntityNotFoundException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException
• InvalidInputException

ListSessions アクション (Python: list_sessions)
セッションのリストを取得します。

リクエスト
• NextToken - UTF-8 文字列。400000 バイト長以下。
次の結果セットのトークン、または追加の結果がない場合は null。
• MaxResults – 1～1000 の数値 (整数)。
結果の最大数。
• Tags – キーと値のペアのマップ配列。50 ペア以下。
各キーは UTF-8 文字列で、1～128 バイト長です。
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各値は UTF-8 文字列で、256 バイト長以下です。
セッションに属するタグ。
• RequestOrigin – UTF-8 文字列、1～128 バイト長、「Custom string pattern #21 (p. 1036)」に一致。
リクエストの送信元。

応答
• Ids – UTF-8 文字列の配列。
セッションの ID を返します。
• Sessions – セッション (p. 929) オブジェクトの配列。
セッションオブジェクトを返します。
• NextToken - UTF-8 文字列。400000 バイト長以下。
次の結果セットのトークン、または追加の結果がない場合は null。

エラー
• AccessDeniedException
• InvalidInputException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException

RunStatement アクション (Python: run_statement)
ステートメントを実行します。

リクエスト
• SessionId – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、「Single-line string pattern (p. 1036)」に一致。
実行するステートメントのセッション ID。
• Code – 必須: UTF-8 文字列。68,000 バイト長未満。
実行するステートメントのコード。
• RequestOrigin – UTF-8 文字列、1～128 バイト長、「Custom string pattern #21 (p. 1036)」に一致。
リクエストの送信元。

応答
• Id – 数値 (整数)。
実行されたステートメントの ID を返します。

エラー
• EntityNotFoundException
• AccessDeniedException
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• InternalServiceException
• OperationTimeoutException
• InvalidInputException
• ValidationException
• ResourceNumberLimitExceededException
• IllegalSessionStateException

CancelStatement アクション (Python:
cancel_statement)
ステートメントをキャンセルします。

リクエスト
• SessionId – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、「Single-line string pattern (p. 1036)」に一致。
キャンセルするステートメントのセッション ID。
• Id – 必須: 数値 (integer)。
キャンセルするステートメントの ID。
• RequestOrigin – UTF-8 文字列、1～128 バイト長、「Custom string pattern #21 (p. 1036)」に一致。
ステートメントのキャンセルをリクエストした送信元。

応答
• 応答パラメータはありません。

エラー
• AccessDeniedException
• EntityNotFoundException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException
• InvalidInputException
• IllegalSessionStateException

GetStatement アクション (Python: get_statement)
ステートメントを取得します。

リクエスト
• SessionId – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、「Single-line string pattern (p. 1036)」に一致。
ステートメントのセッション ID。
• Id – 必須: 数値 (integer)。
ステートメントの ID。
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• RequestOrigin – UTF-8 文字列、1～128 バイト長、「Custom string pattern #21 (p. 1036)」に一致。
リクエストの送信元。

応答
• Statement – Statement (p. 930) オブジェクト。
ステートメントを返します。

エラー
• AccessDeniedException
• EntityNotFoundException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException
• InvalidInputException
• IllegalSessionStateException

ListStatements アクション (Python: list_statements)
セッションのステートメントをリスト表示します。

リクエスト
• SessionId – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、「Single-line string pattern (p. 1036)」に一致。
ステートメントのセッション ID。
• RequestOrigin – UTF-8 文字列、1～128 バイト長、「Custom string pattern #21 (p. 1036)」に一致。
ステートメントのリスト表示をリクエストした送信元。
• NextToken - UTF-8 文字列。400000 バイト長以下。
継続トークン (これが継続呼び出しの場合)。

応答
• Statements – Statement (p. 930) オブジェクトの配列。
ステートメントのリストを返します。
• NextToken - UTF-8 文字列。400000 バイト長以下。
一部のステートメントがまだ返されていない場合は、継続トークン。

エラー
• AccessDeniedException
• EntityNotFoundException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException
• InvalidInputException
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• IllegalSessionStateException

開発エンドポイント API
開発エンドポイント API では、カスタム DevEndpoint を使用したテストに関連した AWS Glue API につい
て説明します。

データ型
• DevEndpoint 構造 (p. 939)
• DevEndpointCustomLibraries 構造 (p. 941)

DevEndpoint 構造
開発者が (ETL) スクリプトをリモートでデバッグ、抽出、変換、ロードする開発エンドポイント。

フィールド
• EndpointName – UTF-8 文字列。
DevEndpoint の名前。
• RoleArn– UTF-8 文字列、「AWS IAM ARN string pattern (p. 1036)」に一致。
この DevEndpoint で使用される IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN)。
• SecurityGroupIds – UTF-8 文字列の配列。
この DevEndpoint で使用されるセキュリティグループ識別子のリスト。
• SubnetId – UTF-8 文字列。
この DevEndpoint のサブネット ID。
• YarnEndpointAddress – UTF-8 文字列。
この DevEndpoint で使用される YARN エンドポイントアドレス。
• PrivateAddress – UTF-8 文字列。
DevEndpoint が VPC 内に作成されている場合は、VPC 内の DevEndpoint にアクセスするためのプ
ライベート IP アドレス。PrivateAddress フィールドは、VPC 内に DevEndpoint を作成する場合
にのみ表示されます。
• ZeppelinRemoteSparkInterpreterPort – 数値 (整数)。
リモート Apache Spark インタープリタの Apache Zeppelin ポート。
• PublicAddress – UTF-8 文字列。
この DevEndpoint で使用されるパブリック IP アドレス。PublicAddress フィールドは、非 Virtual
Private Cloud (VPC) の DevEndpoint を作成する場合にのみ存在します。
• Status – UTF-8 文字列。
DevEndpoint の現在の状態。
• WorkerType – UTF-8 文字列 (有効な値: Standard="" | G.1X="" | G.2X="" | G.025X="")。
開発エンドポイントに割り当てられる事前定義されたワーカーのタイプ。使用できる値
は、Standard、G.1X、または G.2X です。
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• Standard ワーカータイプでは、各ワーカーは 4 vCPU、16 GB のメモリ、50 GB のディスク、ワー
カーあたり 2 個のエグゼキュターを提供します。
• G.1X ワーカータイプでは、各ワーカーは 1 DPU (4 vCPU、16 GB のメモリ、64 GB のディスク) に
マッピングされており、ワーカーごとに 1 個のエグゼキュターを提供します。メモリを大量に消費す
るジョブには、このワーカータイプをお勧めします。
• G.2X ワーカータイプでは、各ワーカーは 2 DPU (8 vCPU、32 GB のメモリ、128 GB のディスク) に
マッピングされており、ワーカーごとに 1 個のエグゼキュターを提供します。メモリを大量に消費す
るジョブには、このワーカータイプをお勧めします。
既知の問題: G.2X WorkerType 設定で開発エンドポイントを作成すると、開発エンドポイントの Spark
ドライバーは 4 vCPU、16 GB のメモリ、および 64 GB のディスクで実行されます。
• GlueVersion – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Custom string pattern #15 (p. 1036) に一致。
Glue バージョンは、AWS Glue がサポートする Apache Spark と Python のバージョンを決定しま
す。Python バージョンは、開発エンドポイントで ETL スクリプトを実行するためにサポートされてい
るバージョンを示します。
利用可能な AWS Glue のバージョン、および対応する Spark および Python のバージョンの詳細につい
ては、デベロッパーガイドの「Glue version」を参照してください。
Glue バージョンを指定せずに作成された開発エンドポイントは、デフォルトで Glue 0.9 に設定されま
す。
CreateDevEndpoint または UpdateDevEndpoint API で Arguments パラメータを使用して、開発
エンドポイントの Python サポートのバージョンを指定できます。引数を指定しない場合、バージョン
はデフォルトで Python 2 になります。
• NumberOfWorkers – 数値 (整数)。
開発エンドポイントに割り当てられた、 定義された workerType のワーカーの数。
定義可能なワーカーの最大数は、299 (G.1X) または 149 (G.2X) です。
• NumberOfNodes – 数値 (整数)。
この DevEndpoint に割り当てられた AWS Glue データ処理ユニット (DPU) の数。
• AvailabilityZone – UTF-8 文字列。
この DevEndpoint が配置されている AWS アベイラビリティーゾーン。
• VpcId – UTF-8 文字列。
この DevEndpoint によって使用される Virtual Private Cloud (VPC) の ID。
• ExtraPythonLibsS3Path – UTF-8 文字列。
DevEndpoint にロードする Amazon S3 バケットの 1 つ以上の Python ライブラリへのパス。複数の値
はコンマで区切られた完全なパスでなければなりません。

Note
DevEndpoint を持つ純粋な Python ライブラリのみを使用することができます。pandas
Python データ解析ライブラリなど、C の拡張に依存するライブラリは現在サポートされていま
せん。
• ExtraJarsS3Path – UTF-8 文字列。
DevEndpoint にロードする S3 バケットの 1 つ以上の Java .jar へのパス。

Note
DevEndpoint を持つ純粋な Java/Scala ライブラリのみを使用することができます。
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• FailureReason – UTF-8 文字列。
この DevEndpoint で現在障害が発生している原因。
• LastUpdateStatus – UTF-8 文字列。
最終更新のステータス。
• CreatedTimestamp – タイムスタンプ。
この DevEndpoint が作成された時点。
• LastModifiedTimestamp – タイムスタンプ。
この DevEndpoint が最後に変更された時点。
• PublicKey – UTF-8 文字列。
この DevEndpoint が認証に使用するパブリックキー。この属性は、使用が推奨される属性がパブリッ
クキーであるため、下位互換性のために提供されています。
• PublicKeys - UTF-8 文字列の配列。文字列 5 個以下。
認証のために DevEndpoints により使用されるパブリックキーのリスト。パブリックキーを使用する
とクライアントごとに異なるプライベートキーを設定できるため、この属性は単一のパブリックキーで
使用することが推奨されます。

Note
以前にパブリックキーを使用してエンドポイントを作成した場合は、パブリックキーの
リストを設定できるようにそのキーを削除する必要があります。パブリックキーのコン
テンツを deletePublicKeys 属性で、新しいキーのリストを addPublicKeys 属性で
UpdateDevEndpoint API オペレーションを呼び出します。
• SecurityConfiguration – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に
一致。
この DevEndpoint で使用される SecurityConfiguration 構造の名前。
• Arguments – キーと値のペアのマップ配列。100 ペア以下。
各キーは UTF-8 文字列。
各値は UTF-8 文字列。
DevEndpoint を設定するために使用される引数のマップ。
有効な引数は次のとおりです。
• "--enable-glue-datacatalog": ""
CreateDevEndpoint または UpdateDevEndpoint API で Arguments パラメータを使用して、開発
エンドポイントの Python サポートのバージョンを指定できます。引数を指定しない場合、バージョン
はデフォルトで Python 2 になります。

DevEndpointCustomLibraries 構造
開発エンドポイントにロードされるカスタムライブラリ。

フィールド
• ExtraPythonLibsS3Path – UTF-8 文字列。
DevEndpoint にロードする Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットの 1 つ以上の
Python ライブラリへのパス。複数の値はコンマで区切られた完全なパスでなければなりません。
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Note
DevEndpoint を持つ純粋な Python ライブラリのみを使用することができます。pandas
Python データ解析ライブラリなど、C の拡張に依存するライブラリは現在サポートされていま
せん。
• ExtraJarsS3Path – UTF-8 文字列。
DevEndpoint にロードする S3 バケットの 1 つ以上の Java .jar へのパス。

Note
DevEndpoint を持つ純粋な Java/Scala ライブラリのみを使用することができます。

操作
• CreateDevEndpoint アクション (Python: create_dev_endpoint) (p. 942)
• UpdateDevEndpoint アクション (Python: update_dev_endpoint) (p. 946)
• DeleteDevEndpoint アクション (Python: delete_dev_endpoint) (p. 947)
• GetDevEndpoint アクション (Python: get_dev_endpoint) (p. 947)
• GetDevEndpoints アクション (Python: get_dev_endpoints) (p. 948)
• BatchGetDevEndpoints アクション (Python: batch_get_dev_endpoints) (p. 948)
• ListDevEndpoints アクション (Python: list_dev_endpoints) (p. 949)

CreateDevEndpoint アクション (Python:
create_dev_endpoint)
新しい開発エンドポイントを作成します。

リクエスト
• EndpointName – 必須: UTF-8 文字列。
新しい DevEndpoint に割り当てられる名前。
• RoleArn – 必須: UTF-8 文字列。AWS IAM ARN string pattern (p. 1036) に一致。
DevEndpoint の IAM ロール。
• SecurityGroupIds – UTF-8 文字列の配列。
新しい DevEndpoint によって使用されるセキュリティグループのセキュリティグループ ID。
• SubnetId – UTF-8 文字列。
使用する新しい DevEndpoint のサブネット ID。
• PublicKey – UTF-8 文字列。
この DevEndpoint が認証に使用するパブリックキー。この属性は、使用が推奨される属性がパブリッ
クキーであるため、下位互換性のために提供されています。
• PublicKeys - UTF-8 文字列の配列。文字列 5 個以下。
認証のために開発エンドポイントで使用されるパブリックキーのリスト。パブリックキーを使用すると
クライアントごとに異なるプライベートキーを設定できるため、この属性は単一のパブリックキーで使
用することが推奨されます。
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Note
以前にパブリックキーを使用してエンドポイントを作成した場合は、パブリックキーのリ
ストを設定できるようにそのキーを削除する必要があります。パブリックキーのコンテン
ツを deletePublicKeys 属性で、新しいキーのリストを addPublicKeys 属性で指定し
て、UpdateDevEndpoint API オペレーションを呼び出します。
• NumberOfNodes – 数値 (整数)。
この DevEndpoint に割り当てる AWS Glue データ処理ユニット (DPU) の数。
• WorkerType – UTF-8 文字列 (有効な値: Standard="" | G.1X="" | G.2X="" | G.025X="")。
開発エンドポイントに割り当てられる事前定義されたワーカーのタイプ。使用できる値
は、Standard、G.1X、または G.2X です。
• Standard ワーカータイプでは、各ワーカーは 4 vCPU、16 GB のメモリ、50 GB のディスク、ワー
カーあたり 2 個のエグゼキュターを提供します。
• G.1X ワーカータイプでは、各ワーカーは 1 DPU (4 vCPU、16 GB のメモリ、64 GB のディスク) に
マッピングされており、ワーカーごとに 1 個のエグゼキュターを提供します。メモリを大量に消費す
るジョブには、このワーカータイプをお勧めします。
• G.2X ワーカータイプでは、各ワーカーは 2 DPU (8 vCPU、32 GB のメモリ、128 GB のディスク) に
マッピングされており、ワーカーごとに 1 個のエグゼキュターを提供します。メモリを大量に消費す
るジョブには、このワーカータイプをお勧めします。
既知の問題: G.2X WorkerType 設定で開発エンドポイントを作成すると、開発エンドポイントの Spark
ドライバーは 4 vCPU、16 GB のメモリ、および 64 GB のディスクで実行されます。
• GlueVersion – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Custom string pattern #15 (p. 1036) に一致。
Glue バージョンは、AWS Glue がサポートする Apache Spark と Python のバージョンを決定しま
す。Python バージョンは、開発エンドポイントで ETL スクリプトを実行するためにサポートされてい
るバージョンを示します。
利用可能な AWS Glue のバージョン、および対応する Spark および Python のバージョンの詳細につい
ては、デベロッパーガイドの「Glue version」を参照してください。
Glue バージョンを指定せずに作成された開発エンドポイントは、デフォルトで Glue 0.9 に設定されま
す。
CreateDevEndpoint または UpdateDevEndpoint API で Arguments パラメータを使用して、開発
エンドポイントの Python サポートのバージョンを指定できます。引数を指定しない場合、バージョン
はデフォルトで Python 2 になります。
• NumberOfWorkers – 数値 (整数)。
開発エンドポイントに割り当てられた、 定義された workerType のワーカーの数。
定義可能なワーカーの最大数は、299 (G.1X) または 149 (G.2X) です。
• ExtraPythonLibsS3Path – UTF-8 文字列。
DevEndpoint にロードする Amazon S3 バケットの 1 つ以上の Python ライブラリへのパス。複数の値
はコンマで区切られた完全なパスでなければなりません。

Note
DevEndpoint を持つ純粋な Python ライブラリのみを使用することができます。pandas
Python データ解析ライブラリなど、C の拡張機能に依存するライブラリはまだサポートされて
いません。
• ExtraJarsS3Path – UTF-8 文字列。
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DevEndpoint にロードする S3 バケットの 1 つ以上の Java .jar へのパス。
• SecurityConfiguration – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に
一致。
この DevEndpoint で使用される SecurityConfiguration 構造の名前。
• Tags – キーと値のペアのマップ配列。50 ペア以下。
各キーは UTF-8 文字列で、1～128 バイト長です。
各値は UTF-8 文字列で、256 バイト長以下です。
この DevEndpoint で使用するタグ。DevEndpoint へのアクセスを制限するためにタグを使用することが
できます。AWS Glue のタグの詳細については、デベロッパーガイドの「AWS Tags in AWS Glue」を
参照してください。
• Arguments – キーと値のペアのマップ配列。100 ペア以下。
各キーは UTF-8 文字列。
各値は UTF-8 文字列。
DevEndpoint を設定するために使用される引数のマップ。

応答
• EndpointName – UTF-8 文字列。
新しい DevEndpoint に割り当てられた名前。
• Status – UTF-8 文字列。
新しい DevEndpoint の現在の状態。
• SecurityGroupIds – UTF-8 文字列の配列。
新しい DevEndpoint に割り当てられたセキュリティグループ。
• SubnetId – UTF-8 文字列。
新しい DevEndpoint に割り当てられたサブネット ID。
• RoleArn– UTF-8 文字列、「AWS IAM ARN string pattern (p. 1036)」に一致。
新しい DevEndpoint に割り当てられたロールの Amazon リソースネーム (ARN)。
• YarnEndpointAddress – UTF-8 文字列。
この DevEndpoint で使用される YARN エンドポイントのアドレス。
• ZeppelinRemoteSparkInterpreterPort – 数値 (整数)。
リモート Apache Spark インタープリタの Apache Zeppelin ポート。
• NumberOfNodes – 数値 (整数)。
この DevEndpoint に割り当てられた AWS Glue データ処理ユニット (DPU) の数。
• WorkerType – UTF-8 文字列 (有効な値: Standard="" | G.1X="" | G.2X="" | G.025X="")。
開発エンドポイントに割り当てられる事前定義されたワーカーのタイプ。使用できる値
は、Standard、G.1X、または G.2X です。
• GlueVersion – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Custom string pattern #15 (p. 1036) に一致。
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Glue バージョンは、AWS Glue がサポートする Apache Spark と Python のバージョンを決定しま
す。Python バージョンは、開発エンドポイントで ETL スクリプトを実行するためにサポートされてい
るバージョンを示します。
利用可能な AWS Glue のバージョン、および対応する Spark および Python のバージョンの詳細につい
ては、デベロッパーガイドの「Glue version」を参照してください。
• NumberOfWorkers – 数値 (整数)。
開発エンドポイントに割り当てられた、 定義された workerType のワーカーの数。
• AvailabilityZone – UTF-8 文字列。
この DevEndpoint が配置されている AWS アベイラビリティーゾーン。
• VpcId – UTF-8 文字列。
この DevEndpoint によって使用される Virtual Private Cloud (VPC) の ID。
• ExtraPythonLibsS3Path – UTF-8 文字列。
DevEndpoint にロードする S3 バケットの 1 つ以上の Python ライブラリへのパス。
• ExtraJarsS3Path – UTF-8 文字列。
DevEndpoint にロードする S3 バケットの 1 つ以上の Java .jar ファイルへのパス。
• FailureReason – UTF-8 文字列。
この DevEndpoint で現在障害が発生している原因。
• SecurityConfiguration – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に
一致。
この DevEndpoint で使用されている SecurityConfiguration 構造の名前。
• CreatedTimestamp – タイムスタンプ。
この DevEndpoint が最後に変更された時点。
• Arguments – キーと値のペアのマップ配列。100 ペア以下。
各キーは UTF-8 文字列。
各値は UTF-8 文字列。
この DevEndpoint を設定するために使用される引数のマップ。
有効な引数は次のとおりです。
• "--enable-glue-datacatalog": ""
CreateDevEndpoint または UpdateDevEndpoint API で Arguments パラメータを使用して、開発
エンドポイントの Python サポートのバージョンを指定できます。引数を指定しない場合、バージョン
はデフォルトで Python 2 になります。

エラー
• AccessDeniedException
• AlreadyExistsException
• IdempotentParameterMismatchException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException
• InvalidInputException
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• ValidationException
• ResourceNumberLimitExceededException

UpdateDevEndpoint アクション (Python:
update_dev_endpoint)
指定された開発エンドポイントを更新します。

リクエスト
• EndpointName – 必須: UTF-8 文字列。
更新される DevEndpoint の名前。
• PublicKey – UTF-8 文字列。
使用する DevEndpoint のパブリックキー。
• AddPublicKeys - UTF-8 文字列の配列。文字列 5 個以下。
使用する DevEndpoint のパブリックキーのリスト。
• DeletePublicKeys - UTF-8 文字列の配列。文字列 5 個以下。
DevEndpoint から削除するパブリックキーのリスト。
• CustomLibraries – DevEndpointCustomLibraries (p. 941) オブジェクト。
DevEndpoint でロードされるカスタム Python または Java ライブラリ。
• UpdateEtlLibraries – ブール。
開発エンドポイントでロードされるカスタムライブラリのリストを更新する必要がある場合は True、
それ以外の場合は False。
• DeleteArguments – UTF-8 文字列の配列。
DevEndpoint の設定に使用される引数のマップから削除される引数キーのリスト。
• AddArguments – キーと値のペアのマップ配列。100 ペア以下。
各キーは UTF-8 文字列。
各値は UTF-8 文字列。
DevEndpoint の設定に使用される引数のマップを追加する引数のマップ。
有効な引数は次のとおりです。
• "--enable-glue-datacatalog": ""
CreateDevEndpoint または UpdateDevEndpoint API で Arguments パラメータを使用して、開発
エンドポイントの Python サポートのバージョンを指定できます。引数を指定しない場合、バージョン
はデフォルトで Python 2 になります。

応答
• 応答パラメータはありません。
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エラー
• EntityNotFoundException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException
• InvalidInputException
• ValidationException

DeleteDevEndpoint アクション (Python:
delete_dev_endpoint)
指定された開発エンドポイントを削除します。

リクエスト
• EndpointName – 必須: UTF-8 文字列。
DevEndpoint の名前。

応答
• 応答パラメータはありません。

エラー
• EntityNotFoundException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException
• InvalidInputException

GetDevEndpoint アクション (Python:
get_dev_endpoint)
指定した開発エンドポイントに関する情報を取得します。

Note
Virtual Private Cloud (VPC) で開発エンドポイントを作成する場合、AWS Glue はプライベート IP
アドレスのみを返します。パブリック IP アドレスフィールドは入力されません。VPC 以外の開
発エンドポイントを作成する場合、AWS Glue はパブリック IP アドレスのみを返します。

リクエスト
• EndpointName – 必須: UTF-8 文字列。
情報を取得する DevEndpoint の名前。

応答
• DevEndpoint – DevEndpoint (p. 939) オブジェクト。
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DevEndpoint の定義。

エラー
• EntityNotFoundException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException
• InvalidInputException

GetDevEndpoints アクション (Python:
get_dev_endpoints)
この AWS アカウントのすべての開発エンドポイントを取得します。

Note
Virtual Private Cloud (VPC) で開発エンドポイントを作成する場合、AWS Glue はプライベート IP
アドレスのみを返します。パブリック IP アドレスフィールドには入力されません。VPC 以外の
開発エンドポイントを作成する場合、AWS Glue はパブリック IP アドレスのみを返します。

リクエスト
• MaxResults – 1～1000 の数値 (整数)。
返される情報の最大サイズ。
• NextToken – UTF-8 文字列。
継続トークン (これが継続呼び出しの場合)。

応答
• DevEndpoints – DevEndpoint (p. 939) オブジェクトの配列。
DevEndpoint の定義のリスト。
• NextToken – UTF-8 文字列。
一部の DevEndpoint 定義がまだ返されていない場合は、継続トークン。

エラー
• EntityNotFoundException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException
• InvalidInputException

BatchGetDevEndpoints アクション (Python:
batch_get_dev_endpoints)
指定された開発エンドポイントのリストのリソースメタデータのリストを返します。ListDevEndpoints
オペレーションを呼び出した後で、このオペレーションを呼び出すことで、アクセス許可が付与されてい
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るデータにアクセスできます。このオペレーションは、タグを使用するアクセス許可条件を含め、すべて
の IAM のアクセス許可をサポートします。

リクエスト
• customerAccountId – UTF-8 文字列。
AWS アカウント ID。
• DevEndpointNames – 必須: UTF-8 文字列の配列。1 ～ 25 個の文字列。
DevEndpoint 名のリスト。これは ListDevEndpoint オペレーションから返される名前です。

応答
• DevEndpoints – DevEndpoint (p. 939) オブジェクトの配列。
DevEndpoint の定義のリスト。
• DevEndpointsNotFound – UTF-8 文字列の配列。1～25 個の文字列。
DevEndpoints のリストが見つかりません。

エラー
• AccessDeniedException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException
• InvalidInputException

ListDevEndpoints アクション (Python:
list_dev_endpoints)
この AWS アカウントのすべての DevEndpoint リソースまたは指定されたタグを持つリソースの名前を
取得します。このオペレーションにより、アカウントで利用可能なリソースとその名前を確認できます。
このオペレーションはオプションの Tags フィールドを受け取ります。このフィールドをレスポンスの
フィルターとして使用すると、タグ付きリソースをグループとして取得できます。タグフィルタリングの
使用を選択した場合は、タグが付いたリソースのみが取得されます。

リクエスト
• NextToken – UTF-8 文字列。
継続トークン (これが継続リクエストの場合)。
• MaxResults – 1～1000 の数値 (整数)。
返されるリストの最大サイズ。
• Tags – キーと値のペアのマップ配列。50 ペア以下。
各キーは UTF-8 文字列で、1～128 バイト長です。
各値は UTF-8 文字列で、256 バイト長以下です。
これらのタグ付きリソースのみを返すように指定します。
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応答
• DevEndpointNames – UTF-8 文字列の配列。
アカウント内のすべての DevEndpoint の名前、または指定されたタグを持つ DevEndpoint の名前。
• NextToken – UTF-8 文字列。
継続トークン (戻されたリストに最後に使用可能なメトリクスが含まれていない場合)。

エラー
• InvalidInputException
• EntityNotFoundException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException

スキーマレジストリ
スキーマレジストリ API では、AWS Glue でのスキーマの操作に関連するデータ型と API について説明し
ます。

データ型
• RegistryId 構造 (p. 950)
• RegistryListItem 構造 (p. 951)
• MetadataInfo 構造 (p. 951)
• OtherMetadataValueListItem 構造 (p. 951)
• SchemaListItem 構造 (p. 952)
• SchemaVersionListItem 構造 (p. 952)
• MetadataKeyValuePair 構造 (p. 953)
• SchemaVersionErrorItem 構造 (p. 953)
• ErrorDetails 構造 (p. 953)
• SchemaVersionNumber 構造 (p. 953)
• SchemaId 構造 (p. 954)

RegistryId 構造
レジストリ名と Amazon リソースネーム (ARN) を含むことができるラッパー構造体。

フィールド
• RegistryName – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Custom string pattern #13 (p. 1036) に一致。
レジストリの名前。ルックアップにのみ使用されます。RegistryArn または RegistryName のいず
れかを指定する必要があります。
• RegistryArn – UTF-8 文字列。1～10240 バイト長。Custom string pattern #17 (p. 1036) に一致。
更新するレジストリの ARN。RegistryArn または RegistryName のいずれかを指定する必要があり
ます。
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RegistryListItem 構造
レジストリの詳細を含む構造。

フィールド
• RegistryName – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Custom string pattern #13 (p. 1036) に一致。
レジストリの名前。
• RegistryArn – UTF-8 文字列。1～10240 バイト長。Custom string pattern #17 (p. 1036) に一致。
レジストリの Amazon リソースネーム (ARN)
• Description – 説明文字列、2048 バイト長以下、URI address multi-line string pattern (p. 1036) に一
致。
レジストリの説明。
• Status – UTF-8 文字列 (有効な値: AVAILABLE | DELETING)。
レジストリのステータス。
• CreatedTime – UTF-8 文字列。
レジストリが作成されたデータ。
• UpdatedTime – UTF-8 文字列。
レジストリが更新された日付。

MetadataInfo 構造
スキーマバージョンのメタデータ情報を含む構造。

フィールド
• MetadataValue – UTF-8 文字列。1～256 バイト長。Custom string pattern #24 (p. 1036) に一致。
メタデータキーの対応する値。
• CreatedTime – UTF-8 文字列。
エントリの作成時刻。
• OtherMetadataValueList – OtherMetadataValueListItem (p. 951) オブジェクトの配列。
同じメタデータキーに属する他のメタデータ。

OtherMetadataValueListItem 構造
同じメタデータキーに属するスキーマバージョンの他のメタデータが含まれる構造。

フィールド
• MetadataValue – UTF-8 文字列。1～256 バイト長。Custom string pattern #24 (p. 1036) に一致。
同じメタデータキーに属する他のメタデータ用の、それらに対応したメタデータキーの値。
• CreatedTime – UTF-8 文字列。
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エントリの作成時刻。

SchemaListItem 構造
スキーマに対する最小限の詳細が含まれるオブジェクト。

フィールド
• RegistryName – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Custom string pattern #13 (p. 1036) に一致。
スキーマが存在するレジストリの名前。
• SchemaName – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Custom string pattern #13 (p. 1036) に一致。
スキーマの名前。
• SchemaArn – UTF-8 文字列。1～10240 バイト長。Custom string pattern #17 (p. 1036) に一致。
スキーマの Amazon リソースネーム (ARN)。
• Description – 説明文字列、2048 バイト長以下、URI address multi-line string pattern (p. 1036) に一
致。
スキーマの説明。
• SchemaStatus – UTF-8 文字列 (有効な値: AVAILABLE | PENDING | DELETING)。
スキーマのステータス。
• CreatedTime – UTF-8 文字列。
スキーマが作成された日時。
• UpdatedTime – UTF-8 文字列。
スキーマが更新された日時。

SchemaVersionListItem 構造
スキーマのバージョンに関する詳細を含むオブジェクト。

フィールド
• SchemaArn – UTF-8 文字列。1～10240 バイト長。Custom string pattern #17 (p. 1036) に一致。
スキーマの Amazon リソースネーム (ARN)。
• SchemaVersionId – UTF-8 文字列。36 バイト長ちょうど。Custom string pattern #12 (p. 1036) に一
致。
スキーマバージョンの一意の識別子。
• VersionNumber – 数値 (long)。1～100000。
スキーマのバージョン番号。
• Status – UTF-8 文字列 (有効な値: AVAILABLE | PENDING | FAILURE | DELETING)。
スキーマバージョンのステータス。
• CreatedTime – UTF-8 文字列。
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スキーマバージョンが作成された日時。

MetadataKeyValuePair 構造
メタデータのキーバリューペアが含まれる構造。

フィールド
• MetadataKey – UTF-8 文字列。1～128 バイト長。Custom string pattern #24 (p. 1036) に一致。
メタデータキー。
• MetadataValue – UTF-8 文字列。1～256 バイト長。Custom string pattern #24 (p. 1036) に一致。
メタデータキーの対応する値。

SchemaVersionErrorItem 構造
スキーマバージョンに対するオペレーションに対するエラーの詳細が含まれるオブジェクト。

フィールド
• VersionNumber – 数値 (long)。1～100000。
スキーマのバージョン番号。
• ErrorDetails – ErrorDetails (p. 953) オブジェクト。
スキーマバージョンのエラーの詳細。

ErrorDetails 構造
エラーの詳細を含むオブジェクト。

フィールド
• ErrorCode – UTF-8 文字列。
エラーのエラーコード。
• ErrorMessage – UTF-8 文字列。
エラーのエラーメッセージ。

SchemaVersionNumber 構造
スキーマのバージョン情報を含む構造。

フィールド
• LatestVersion – ブール。
スキーマで利用可能な最新バージョン。
• VersionNumber – 数値 (long)。1～100000。
スキーマのバージョン番号。
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SchemaId 構造
AWS Glue スキーマレジストリ内のスキーマの一意の ID。

フィールド
• SchemaArn – UTF-8 文字列。1～10240 バイト長。Custom string pattern #17 (p. 1036) に一致。
スキーマの Amazon リソースネーム (ARN)。SchemaArn または SchemaName のいずれかを指定する必
要があります。
• SchemaName – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Custom string pattern #13 (p. 1036) に一致。
スキーマの名前。SchemaArn または SchemaName のいずれかを指定する必要があります。
• RegistryName – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Custom string pattern #13 (p. 1036) に一致。
スキーマを含むスキーマレジストリの名前。

操作
• CreateRegistry アクション (Python: create_registry) (p. 954)
• CreateSchema アクション (Python: create_schema) (p. 955)
• GetSchema アクション (Python: get_schema) (p. 958)
• ListSchemaVersions アクション (Python: list_schema_versions) (p. 959)
• GetSchemaVersion アクション (Python: get_schema_version) (p. 960)
• GetSchemaVersionsDiff アクション (Python: get_schema_versions_diff) (p. 961)
• ListRegistries アクション (Python: list_registries) (p. 962)
• ListSchemas アクション (Python: list_schemas) (p. 962)
• RegisterSchemaVersion アクション (Python: register_schema_version) (p. 963)
• UpdateSchema アクション (Python: update_schema) (p. 964)
• CheckSchemaVersionValidity アクション (Python: check_schema_version_validity) (p. 965)
• UpdateRegistry アクション (Python: update_registry) (p. 966)
• GetSchemaByDefinition アクション (Python: get_schema_by_definition) (p. 967)
• GetRegistry アクション (Python: get_registry) (p. 967)
• PutSchemaVersionMetadata アクション (Python: put_schema_version_metadata) (p. 968)
• QuerySchemaVersionMetadata アクション (Python: query_schema_version_metadata) (p. 969)
• RemoveSchemaVersionMetadata アクション (Python: remove_schema_version_metadata) (p. 970)
• DeleteRegistry アクション (Python: delete_registry) (p. 971)
• DeleteSchema アクション (Python: delete_schema) (p. 972)
• DeleteSchemaVersions アクション (Python: delete_schema_versions) (p. 973)

CreateRegistry アクション (Python: create_registry)
スキーマのコレクションを保持するために使用できる新しいレジストリを作成します。

リクエスト
• RegistryName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Custom string pattern #13 (p. 1036) に一
致。
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作成するスキーマの名前の最大長は 255 で、英字、数字、ハイフン、アンダースコア、ドル記号、ハッ
シュ記号のみを使用できます。空白はありません。
• Description – 説明文字列、2048 バイト長以下、URI address multi-line string pattern (p. 1036) に一
致。
レジストリの説明。説明がない場合、これに対するデフォルト値はありません。
• Tags – キーと値のペアのマップ配列。50 ペア以下。
各キーは UTF-8 文字列で、1～128 バイト長です。
各値は UTF-8 文字列で、256 バイト長以下です。
キーと値のペアを含み、コンソール、コマンドライン、または API で検索できる AWS タグ。

応答
• RegistryArn – UTF-8 文字列。1～10240 バイト長。Custom string pattern #17 (p. 1036) に一致。
新たに作成されたレジストリの Amazon リソースネーム (ARN)。
• RegistryName – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Custom string pattern #13 (p. 1036) に一致。
レジストリの名前。
• Description – 説明文字列、2048 バイト長以下、URI address multi-line string pattern (p. 1036) に一
致。
レジストリの説明。
• Tags – キーと値のペアのマップ配列。50 ペア以下。
各キーは UTF-8 文字列で、1～128 バイト長です。
各値は UTF-8 文字列で、256 バイト長以下です。
レジストリのタグ。

エラー
• InvalidInputException
• AccessDeniedException
• AlreadyExistsException
• ResourceNumberLimitExceededException
• ConcurrentModificationException
• InternalServiceException

CreateSchema アクション (Python: create_schema)
新しいスキーマセットを作成し、スキーマ定義を登録します。スキーマセットがすでに存在する場合は、
実際にバージョンを登録せずにエラーを返します。
スキーマセットが作成されると、バージョンチェックポイントが最初のバージョンに設定されます。互換
モードが「DISABLED」であると、最初のスキーマバージョンの後に追加のスキーマバージョンが追加さ
れないように制限されます。他のすべての互換モードでは、RegisterSchemaVersion API が使用され
た場合、2 番目以降のバージョンでのみ互換性設定の検証が適用されます。
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この API が RegistryId なしで呼び出されたとき、レジストリデータベーステーブルに「defaultregistry」のエントリがまだ存在しなければ、エントリが作成されます。

リクエスト
• RegistryId – RegistryId (p. 950) オブジェクト。
これは、レジストリ ID フィールドを含むラッパー図形です。これを指定しない場合、デフォルト
のレジストリが使用されます。同じものの ARN 形式は次のようになります: arn:aws:glue:useast-2:<customer id>:registry/default-registry:random-5-letter-id。
• SchemaName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Custom string pattern #13 (p. 1036) に一致。
作成するスキーマの名前の最大長は 255 で、文字、数字、ハイフン、アンダースコア、ドル記号、また
はハッシュ記号のみを使用できます。空白はありません。
• DataFormat – 必須: UTF-8 文字列 (有効な値: AVRO | JSON | PROTOBUF)。
スキーマ定義のデータ形式。現在サポートされている形式は、AVRO、JSON、および PROTOBUF です。
• Compatibility – UTF-8 文字列 (有効な値: NONE | DISABLED | BACKWARD | BACKWARD_ALL |
FORWARD | FORWARD_ALL | FULL | FULL_ALL)。
スキーマの互換モード。指定できる値は以下のとおりです。
• NONE: 互換モードは適用されません。この選択は、開発シナリオで使用するか、スキーマに適用する
互換モードがわからない場合に使用できます。新しいバージョンが追加されたとき、互換性チェック
を受けずに受け入れられます。
• DISABLED: 互換性についてこの選択をすると、特定のスキーマのバージョン管理が不要になります。
この選択を使用して、スキーマの今後のバージョン管理を不要にできます。
• BACKWARD: データ受信者が現在のスキーマバージョンと直前のスキーマバージョンの両方を読み取
ることができるため、この互換性の選択をお勧めします。つまり、例えば、以前のバージョンを使用
して読み取れなくならないように、新しいスキーマバージョンでデータフィールドを削除したり、こ
れらのフィールドのタイプを変更したりできなくなります。
• BACKWARD_ALL: この互換性の選択により、データ受信者は、現在および以前のすべてのスキーマ
バージョンの両方を読み取ることができます。この選択は、フィールドを削除したり、オプションの
フィールドを追加したり、以前のすべてのスキーマバージョンとの互換性を確認する必要がある場合
に使用できます。
• FORWARD: この互換性の選択により、データ受信者は、現在のスキーマバージョンとすぐ次のス
キーマバージョンの両方を読み取ることができますが、それより後のバージョンは必ずしも読み取
れません。この選択は、フィールドを追加したり、オプションフィールドを削除したりする必要があ
り、最後のスキーマバージョンとの互換性だけをチェックする必要がある場合に使用できます。
• FORWARD_ALL: この互換性の選択により、データ受信者は、新しく登録されるすべてのスキーマの
プロデューサーによって書き込まれたデータを読み取ることができます。この選択は、フィールドを
追加したり、オプションフィールドを削除したり、以前のすべてのスキーマバージョンとの互換性を
確認したりする必要がある場合に使用できます。
• FULL: この互換性の選択により、データ受信者は、スキーマの直前または直後のバージョンを使用し
てプロデューサーによって書き込まれたデータを読み取ることができますが、それより前または後
のバージョンは必ずしも読み取れません。この選択は、オプションフィールドを追加または削除する
必要があり、最後のスキーマバージョンとの互換性だけをチェックする必要がある場合に使用できま
す。
• FULL_ALL: この互換性の選択により、データ受信者は、すべての以前のスキーマバージョンを使用し
てプロデューサーによって書き込まれたデータを読み取ることができます。この選択は、オプション
のフィールドを追加または削除したり、以前のすべてのスキーマバージョンとの互換性を確認したり
する必要がある場合に使用できます。
• Description – 説明文字列、2048 バイト長以下、URI address multi-line string pattern (p. 1036) に一
致。
スキーマの説明 (省略可能)。説明がない場合、これに自動的に適用されるデフォルト値はありません。
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• Tags – キーと値のペアのマップ配列。50 ペア以下。
各キーは UTF-8 文字列で、1～128 バイト長です。
各値は UTF-8 文字列で、256 バイト長以下です。
キーと値のペアを含み、コンソール、コマンドライン、または API で検索できる AWS タグ。指定した
場合、AWS tags-on-create パターンに従います。
• SchemaDefinition – UTF-8 文字列。1～170000 バイト長。Custom string pattern #23 (p. 1036) に一
致。
SchemaName の DataFormat 設定を使用したスキーマ定義。

応答
• RegistryName – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Custom string pattern #13 (p. 1036) に一致。
レジストリの名前。
• RegistryArn – UTF-8 文字列。1～10240 バイト長。Custom string pattern #17 (p. 1036) に一致。
レジストリの Amazon リソースネーム (ARN)
• SchemaName – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Custom string pattern #13 (p. 1036) に一致。
スキーマの名前。
• SchemaArn – UTF-8 文字列。1～10240 バイト長。Custom string pattern #17 (p. 1036) に一致。
スキーマの Amazon リソースネーム (ARN)。
• Description – 説明文字列、2048 バイト長以下、URI address multi-line string pattern (p. 1036) に一
致。
スキーマの説明 (作成時に指定されている場合)。
• DataFormat – UTF-8 文字列 (有効な値: AVRO | JSON | PROTOBUF)。
スキーマ定義のデータ形式。現在サポートされている形式は、AVRO、JSON、および PROTOBUF です。
• Compatibility – UTF-8 文字列 (有効な値: NONE | DISABLED | BACKWARD | BACKWARD_ALL |
FORWARD | FORWARD_ALL | FULL | FULL_ALL)。
スキーマの互換モード。
• SchemaCheckpoint – 数値 (long)。1～100000。
チェックポイントのバージョン番号 (互換モードが最後に変更されたときの変更回数)。
• LatestSchemaVersion – 数値 (long)。1～100000。
返されるスキーマ定義に関連付けられたスキーマの最新バージョン。
• NextSchemaVersion – 数値 (long)。1～100000。
返されたスキーマ定義に関連付けられたスキーマの次のバージョン。
• SchemaStatus – UTF-8 文字列 (有効な値: AVAILABLE | PENDING | DELETING)。
スキーマのステータス。
• Tags – キーと値のペアのマップ配列。50 ペア以下。
各キーは UTF-8 文字列で、1～128 バイト長です。
各値は UTF-8 文字列で、256 バイト長以下です。
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スキーマのタグ。
• SchemaVersionId – UTF-8 文字列。36 バイト長ちょうど。Custom string pattern #12 (p. 1036) に一
致。
最初のスキーマバージョンの一意の識別子。
• SchemaVersionStatus – UTF-8 文字列 (有効な値: AVAILABLE | PENDING | FAILURE | DELETING)。
最初に作成されたスキーマバージョンのステータス。

エラー
• InvalidInputException
• AccessDeniedException
• EntityNotFoundException
• AlreadyExistsException
• ResourceNumberLimitExceededException
• ConcurrentModificationException
• InternalServiceException

GetSchema アクション (Python: get_schema)
指定されたスキーマについて詳細に説明します。

リクエスト
• SchemaId – 必須: SchemaId (p. 954) オブジェクト。
スキーマ ID フィールドを含むラッパー構造体です。構造体には以下が含まれています。
• SchemaId$SchemaArn: スキーマの Amazon リソースネーム (ARN)。SchemaArn または
SchemaName、および RegistryName を指定する必要があります。
• SchemaId$SchemaName: スキーマの名前。SchemaArn または SchemaName、および
RegistryName を指定する必要があります。

応答
• RegistryName – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Custom string pattern #13 (p. 1036) に一致。
レジストリの名前。
• RegistryArn – UTF-8 文字列。1～10240 バイト長。Custom string pattern #17 (p. 1036) に一致。
レジストリの Amazon リソースネーム (ARN)
• SchemaName – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Custom string pattern #13 (p. 1036) に一致。
スキーマの名前。
• SchemaArn – UTF-8 文字列。1～10240 バイト長。Custom string pattern #17 (p. 1036) に一致。
スキーマの Amazon リソースネーム (ARN)。
• Description – 説明文字列、2048 バイト長以下、URI address multi-line string pattern (p. 1036) に一
致。
スキーマの説明 (作成時に指定されている場合)。
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• DataFormat – UTF-8 文字列 (有効な値: AVRO | JSON | PROTOBUF)。
スキーマ定義のデータ形式。現在サポートされている形式は、AVRO、JSON、および PROTOBUF です。
• Compatibility – UTF-8 文字列 (有効な値: NONE | DISABLED | BACKWARD | BACKWARD_ALL |
FORWARD | FORWARD_ALL | FULL | FULL_ALL)。
スキーマの互換モード。
• SchemaCheckpoint – 数値 (long)。1～100000。
チェックポイントのバージョン番号 (互換モードが最後に変更されたときの変更回数)。
• LatestSchemaVersion – 数値 (long)。1～100000。
返されるスキーマ定義に関連付けられたスキーマの最新バージョン。
• NextSchemaVersion – 数値 (long)。1～100000。
返されたスキーマ定義に関連付けられたスキーマの次のバージョン。
• SchemaStatus – UTF-8 文字列 (有効な値: AVAILABLE | PENDING | DELETING)。
スキーマのステータス。
• CreatedTime – UTF-8 文字列。
スキーマが作成された日時。
• UpdatedTime – UTF-8 文字列。
スキーマが更新された日時。

エラー
• InvalidInputException
• AccessDeniedException
• EntityNotFoundException
• InternalServiceException

ListSchemaVersions アクション (Python:
list_schema_versions)
作成したスキーマバージョンのリストを、最小限の情報とともに返します。Deleted ステータスのスキー
マのバージョンは、結果に含まれません。使用可能なスキーマバージョンがない場合、空の結果が返され
ます。

リクエスト
• SchemaId – 必須: SchemaId (p. 954) オブジェクト。
スキーマ ID フィールドを含むラッパー構造体です。構造体には以下が含まれています。
• SchemaId$SchemaArn: スキーマの Amazon リソースネーム (ARN)。SchemaArn または
SchemaName、および RegistryName を指定する必要があります。
• SchemaId$SchemaName: スキーマの名前。SchemaArn または SchemaName、および
RegistryName を指定する必要があります。
• MaxResults – 数値 (integer)。1～100。
1 ページあたりに必要な結果の最大数。値が指定されていない場合、これはデフォルトで 1 ページあた
り 25 に設定されます。
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• NextToken – UTF-8 文字列。
継続トークン (これが継続呼び出しの場合)。

応答
• Schemas – SchemaVersionListItem (p. 952) オブジェクトの配列。
各スキーマのバージョンの詳細を含む SchemaVersionList オブジェクトの配列。
• NextToken – UTF-8 文字列。
返されたトークンのリストをページ分割するための継続トークン。リストの現在のセグメントが最後の
セグメントではない場合に返されます。

エラー
• InvalidInputException
• AccessDeniedException
• EntityNotFoundException
• InternalServiceException

GetSchemaVersion アクション (Python:
get_schema_version)
スキーマのバージョンの作成または登録時に割り当てられた一意の ID によって指定されたスキーマを取得
します。Deleted ステータスのスキーマのバージョンは、結果に含まれません。

リクエスト
• SchemaId – SchemaId (p. 954) オブジェクト。
スキーマ ID フィールドを含むラッパー構造体です。構造体には以下が含まれています。
• SchemaId$SchemaArn: スキーマの Amazon リソースネーム (ARN)。SchemaArn または
SchemaName、および RegistryName を指定する必要があります。
• SchemaId$SchemaName: スキーマの名前。SchemaArn または SchemaName、および
RegistryName を指定する必要があります。
• SchemaVersionId – UTF-8 文字列。36 バイト長ちょうど。Custom string pattern #12 (p. 1036) に一
致。
スキーマバージョンの SchemaVersionId。このフィールドは、スキーマ ID による取得に必須です。
このスキーマ ID か SchemaId ラッパーのいずれかを指定する必要があります。
• SchemaVersionNumber – SchemaVersionNumber (p. 953) オブジェクト。
スキーマのバージョン番号。

応答
• SchemaVersionId – UTF-8 文字列。36 バイト長ちょうど。Custom string pattern #12 (p. 1036) に一
致。
スキーマバージョンの SchemaVersionId。
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• SchemaDefinition – UTF-8 文字列。1～170000 バイト長。Custom string pattern #23 (p. 1036) に一
致。
スキーマ ID のスキーマ定義。
• DataFormat – UTF-8 文字列 (有効な値: AVRO | JSON | PROTOBUF)。
スキーマ定義のデータ形式。現在サポートされている形式は、AVRO、JSON、および PROTOBUF です。
• SchemaArn – UTF-8 文字列。1～10240 バイト長。Custom string pattern #17 (p. 1036) に一致。
スキーマの Amazon リソースネーム (ARN)。
• VersionNumber – 数値 (long)。1～100000。
スキーマのバージョン番号。
• Status – UTF-8 文字列 (有効な値: AVAILABLE | PENDING | FAILURE | DELETING)。
スキーマバージョンのステータス。
• CreatedTime – UTF-8 文字列。
スキーマバージョンが作成された日時。

エラー
• InvalidInputException
• AccessDeniedException
• EntityNotFoundException
• InternalServiceException

GetSchemaVersionsDiff アクション (Python:
get_schema_versions_diff)
スキーマレジストリに格納された 2 つのスキーマバージョン間で、指定された差分タイプによるスキーマ
バージョンの差分を取得します。
この API を使用すると、同じスキーマの下にある 2 つのスキーマ定義間で 2 つのスキーマバージョンを比
較できます。

リクエスト
• SchemaId – 必須: SchemaId (p. 954) オブジェクト。
スキーマ ID フィールドを含むラッパー構造体です。構造体には以下が含まれています。
• SchemaId$SchemaArn: スキーマの Amazon リソースネーム (ARN)。SchemaArn または
SchemaName のいずれかを指定する必要があります。
• SchemaId$SchemaName: スキーマの名前。SchemaArn または SchemaName のいずれかを指定する
必要があります。
• FirstSchemaVersionNumber – 必須: SchemaVersionNumber (p. 953) オブジェクト。
比較する 2 つのスキーマバージョンのうち、1 番目のスキーマバージョンです。
• SecondSchemaVersionNumber – 必須: SchemaVersionNumber (p. 953) オブジェクト。
比較する 2 つのスキーマバージョンのうち、2 番目のスキーマバージョンです。
• SchemaDiffType – 必須: UTF-8 文字列 (有効な値: SYNTAX_DIFF)。
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現在サポートされている差分タイプである SYNTAX_DIFF が参照されます。

応答
• Diff – UTF-8 文字列。1～340000 バイト長。Custom string pattern #23 (p. 1036) に一致。
JsonPatch 形式の文字列としてのスキーマの違い。

エラー
• InvalidInputException
• EntityNotFoundException
• AccessDeniedException
• InternalServiceException

ListRegistries アクション (Python: list_registries)
作成したレジストリの一覧を、最小限のレジストリ情報とともに返します。Deleting ステータスのレジ
ストリは結果に含まれません。利用可能なレジストリがない場合、空の結果が返されます。

リクエスト
• MaxResults – 数値 (integer)。1～100。
1 ページあたりに必要な結果の最大数。値が指定されていない場合、これはデフォルトで 1 ページあた
り 25 に設定されます。
• NextToken – UTF-8 文字列。
継続トークン (これが継続呼び出しの場合)。

応答
• Registries – RegistryListItem (p. 951) オブジェクトの配列。
各レジストリの最小の詳細を含む RegistryDetailedListItem オブジェクトの配列。
• NextToken – UTF-8 文字列。
返されたトークンのリストをページ分割するための継続トークン。リストの現在のセグメントが最後の
セグメントではない場合に返されます。

エラー
• InvalidInputException
• AccessDeniedException
• InternalServiceException

ListSchemas アクション (Python: list_schemas)
スキーマのリストを最小限の詳細とともに返します。Deleting ステータスのスキーマは結果に含まれませ
ん。使用可能なスキーマがない場合、空の結果が返されます。
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RegistryId が指定されていない場合、レジストリ間のすべてのスキーマは API レスポンスの一部になり
ます。

リクエスト
• RegistryId – RegistryId (p. 950) オブジェクト。
レジストリ名と Amazon リソースネーム (ARN) を含むことができるラッパー構造体。
• MaxResults – 数値 (integer)。1～100。
1 ページあたりに必要な結果の最大数。値が指定されていない場合、これはデフォルトで 1 ページあた
り 25 に設定されます。
• NextToken – UTF-8 文字列。
継続トークン (これが継続呼び出しの場合)。

応答
• Schemas – SchemaListItem (p. 952) オブジェクトの配列。
各スキーマの詳細を含む SchemaListItem オブジェクトの配列。
• NextToken – UTF-8 文字列。
返されたトークンのリストをページ分割するための継続トークン。リストの現在のセグメントが最後の
セグメントではない場合に返されます。

エラー
• InvalidInputException
• AccessDeniedException
• EntityNotFoundException
• InternalServiceException

RegisterSchemaVersion アクション (Python:
register_schema_version)
既存のスキーマに新しいバージョンを追加します。スキーマの新しいバージョンがスキーマセットの互換
性要件を満たしていない場合、エラーを返します。この API では、スキーマセットがまだスキーマレジス
トリに存在しない場合、新しいスキーマセットは作成されず、404 エラーが返されます。
これがスキーマレジストリに登録される最初のスキーマ定義である場合、この API はスキーマバージョン
を保存し、すぐに戻ります。それ以外の場合、この呼び出しは、互換モードのために他のオペレーション
よりも長時間実行される可能性があります。SchemaVersionId を使用して GetSchemaVersion API を
呼び出して、互換モードをチェックできます。
同じスキーマ定義がすでにバージョンとして Schema Registry に格納されている場合は、既存のスキーマ
のスキーマ ID が呼び出し元に返されます。

リクエスト
• SchemaId – 必須: SchemaId (p. 954) オブジェクト。
スキーマ ID フィールドを含むラッパー構造体です。構造体には以下が含まれています。
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• SchemaId$SchemaArn: スキーマの Amazon リソースネーム (ARN)。SchemaArn または
SchemaName、および RegistryName を指定する必要があります。
• SchemaId$SchemaName: スキーマの名前。SchemaArn または SchemaName、および
RegistryName を指定する必要があります。
• SchemaDefinition – 必須: UTF-8 文字列。1～170000 バイト長。Custom string pattern #23 (p. 1036)
に一致。
SchemaName の DataFormat 設定を使用したスキーマ定義。

応答
• SchemaVersionId – UTF-8 文字列。36 バイト長ちょうど。Custom string pattern #12 (p. 1036) に一
致。
このスキーマのバージョンを表す一意の ID。
• VersionNumber – 数値 (long)。1～100000。
このスキーマのバージョン (これが最初のバージョンの場合、同期フローのみ)。
• Status – UTF-8 文字列 (有効な値: AVAILABLE | PENDING | FAILURE | DELETING)。
スキーマバージョンのステータス。

エラー
• InvalidInputException
• AccessDeniedException
• EntityNotFoundException
• ResourceNumberLimitExceededException
• ConcurrentModificationException
• InternalServiceException

UpdateSchema アクション (Python: update_schema)
スキーマセットの説明、互換性設定、またはバージョンチェックポイントを更新します。
互換性設定を更新する場合、その呼び出しでは、新しい互換性設定を持つスキーマバージョンのセット全
体の互換性は検証されません。Compatibility の値が指定されている場合、VersionNumber (チェック
ポイント) も指定する必要があります。APIは、整合性のためにチェックポイントのバージョン番号を検証
します。
VersionNumber (チェックポイント) の値が指定されている場合、Compatibility はオプションであ
り、スキーマのチェックポイントを設定/リセットするために使用できます。
この更新は、スキーマが AVAILABLE 状態である場合にのみ発生します。

リクエスト
• SchemaId – 必須: SchemaId (p. 954) オブジェクト。
スキーマ ID フィールドを含むラッパー構造体です。構造体には以下が含まれています。
• SchemaId$SchemaArn: スキーマの Amazon リソースネーム (ARN)。SchemaArn または
SchemaName のいずれかを指定する必要があります。
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• SchemaId$SchemaName: スキーマの名前。SchemaArn または SchemaName のいずれかを指定する
必要があります。
• SchemaVersionNumber – SchemaVersionNumber (p. 953) オブジェクト。
チェックポイントに必要なバージョン番号。VersionNumber または Compatibility のいずれかを指
定する必要があります。
• Compatibility – UTF-8 文字列 (有効な値: NONE | DISABLED | BACKWARD | BACKWARD_ALL |
FORWARD | FORWARD_ALL | FULL | FULL_ALL)。
スキーマの新しい互換性設定。
• Description – 説明文字列、2048 バイト長以下、URI address multi-line string pattern (p. 1036) に一
致。
スキーマの新しい説明。

応答
• SchemaArn – UTF-8 文字列。1～10240 バイト長。Custom string pattern #17 (p. 1036) に一致。
スキーマの Amazon リソースネーム (ARN)。
• SchemaName – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Custom string pattern #13 (p. 1036) に一致。
スキーマの名前。
• RegistryName – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Custom string pattern #13 (p. 1036) に一致。
スキーマを含むレジストリの名前。

エラー
• InvalidInputException
• AccessDeniedException
• EntityNotFoundException
• ConcurrentModificationException
• InternalServiceException

CheckSchemaVersionValidity アクション (Python:
check_schema_version_validity)
指定されたスキーマを検証します。この呼び出しには副作用はなく、指定されたスキーマを使用して
DataFormat を形式として使用して単に検証します。スキーマセット名を取らないため、互換性チェック
は実行されません。

リクエスト
• DataFormat – 必須: UTF-8 文字列 (有効な値: AVRO | JSON | PROTOBUF)。
スキーマ定義のデータ形式。現在サポートされている形式は、AVRO、JSON、および PROTOBUF です。
• SchemaDefinition – 必須: UTF-8 文字列。1～170000 バイト長。Custom string pattern #23 (p. 1036)
に一致。
検証する必要があるスキーマの定義。
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応答
• Valid – ブール。
スキーマが有効な場合は true を返し、そうでない場合は false を返します。
• Error – UTF-8 文字列。1～5000 バイト長。
検証失敗のエラーメッセージ。

エラー
• InvalidInputException
• AccessDeniedException
• InternalServiceException

UpdateRegistry アクション (Python: update_registry)
スキーマのコレクションを保持するために使用される既存のレジストリを更新します。更新されたプロパ
ティはレジストリに関連づけられており、レジストリ内のスキーマは変更されません。

リクエスト
• RegistryId – 必須: RegistryId (p. 950) オブジェクト。
これは、レジストリ名と Amazon リソースネーム (ARN) を含む可能性があるラッパー構造です。
• Description – 必須: 説明文字列。2048 バイト長以下。URI address multi-line string pattern (p. 1036)
に一致。
レジストリの説明。説明が指定されていない場合、このフィールドは更新されません。

応答
• RegistryName – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Custom string pattern #13 (p. 1036) に一致。
更新されたレジストリの名前。
• RegistryArn – UTF-8 文字列。1～10240 バイト長。Custom string pattern #17 (p. 1036) に一致。
更新されたレジストリの Amazon リソースネーム (ARN)

エラー
• InvalidInputException
• AccessDeniedException
• EntityNotFoundException
• ConcurrentModificationException
• InternalServiceException
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GetSchemaByDefinition アクション (Python:
get_schema_by_definition)
SchemaDefinition によってスキーマを取得します。スキーマ定義は、スキーマレジストリに送信さ
れ、正規化され、ハッシュされます。ハッシュが SchemaName または ARN (指定されていない場合はデ
フォルトのレジストリ) のスコープ内で一致する場合、そのスキーマのメタデータが返されます。一致し
ない場合は、404 すなわち NotFound エラーが返されます。Deleted ステータスのスキーマバージョンは
結果に含まれません。

リクエスト
• SchemaId – 必須: SchemaId (p. 954) オブジェクト。
スキーマ ID フィールドを含むラッパー構造体です。構造体には以下が含まれています。
• SchemaId$SchemaArn: スキーマの Amazon リソースネーム (ARN)。SchemaArn または
SchemaName のいずれかを指定する必要があります。
• SchemaId$SchemaName: スキーマの名前。SchemaArn または SchemaName のいずれかを指定する
必要があります。
• SchemaDefinition – 必須: UTF-8 文字列。1～170000 バイト長。Custom string pattern #23 (p. 1036)
に一致。
スキーマの詳細が必要なスキーマの定義。

応答
• SchemaVersionId – UTF-8 文字列。36 バイト長ちょうど。Custom string pattern #12 (p. 1036) に一
致。
スキーマバージョンのスキーマ ID。
• SchemaArn – UTF-8 文字列。1～10240 バイト長。Custom string pattern #17 (p. 1036) に一致。
スキーマの Amazon リソースネーム (ARN)。
• DataFormat – UTF-8 文字列 (有効な値: AVRO | JSON | PROTOBUF)。
スキーマ定義のデータ形式。現在サポートされている形式は、AVRO、JSON、および PROTOBUF です。
• Status – UTF-8 文字列 (有効な値: AVAILABLE | PENDING | FAILURE | DELETING)。
スキーマバージョンのステータス。
• CreatedTime – UTF-8 文字列。
スキーマが作成された日時。

エラー
• InvalidInputException
• AccessDeniedException
• EntityNotFoundException
• InternalServiceException

GetRegistry アクション (Python: get_registry)
指定されたレジストリの詳細について説明します。
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リクエスト
• RegistryId – 必須: RegistryId (p. 950) オブジェクト。
これは、レジストリ名と Amazon リソースネーム (ARN) を含む可能性があるラッパー構造です。

応答
• RegistryName – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Custom string pattern #13 (p. 1036) に一致。
レジストリの名前。
• RegistryArn – UTF-8 文字列。1～10240 バイト長。Custom string pattern #17 (p. 1036) に一致。
レジストリの Amazon リソースネーム (ARN)
• Description – 説明文字列、2048 バイト長以下、URI address multi-line string pattern (p. 1036) に一
致。
レジストリの説明。
• Status – UTF-8 文字列 (有効な値: AVAILABLE | DELETING)。
レジストリのステータス。
• CreatedTime – UTF-8 文字列。
レジストリが作成された日時。
• UpdatedTime – UTF-8 文字列。
レジストリが更新された日時。

エラー
• InvalidInputException
• AccessDeniedException
• EntityNotFoundException
• InternalServiceException

PutSchemaVersionMetadata アクション (Python:
put_schema_version_metadata)
指定されたスキーマバージョン ID のメタデータのキーバリューペアを配置します。各スキーマバージョン
に対して最大 10 個のキーバリューペアを持つことができます。これらは、1 つ以上の呼び出しで追加でき
ます。

リクエスト
• SchemaId – SchemaId (p. 954) オブジェクト。
スキーマの一意の ID。
• SchemaVersionNumber – SchemaVersionNumber (p. 953) オブジェクト。
スキーマのバージョン番号。
• SchemaVersionId – UTF-8 文字列。36 バイト長ちょうど。Custom string pattern #12 (p. 1036) に一
致。
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スキーマバージョンの一意のバージョン ID。
• MetadataKeyValue – 必須: MetadataKeyValuePair (p. 953) オブジェクト。
メタデータキーの対応する値。

応答
• SchemaArn – UTF-8 文字列。1～10240 バイト長。Custom string pattern #17 (p. 1036) に一致。
スキーマの Amazon リソースネーム (ARN)。
• SchemaName – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Custom string pattern #13 (p. 1036) に一致。
スキーマの名前。
• RegistryName – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Custom string pattern #13 (p. 1036) に一致。
レジストリの名前。
• LatestVersion – ブール。
スキーマの最新バージョン。
• VersionNumber – 数値 (long)。1～100000。
スキーマのバージョン番号。
• SchemaVersionId – UTF-8 文字列。36 バイト長ちょうど。Custom string pattern #12 (p. 1036) に一
致。
スキーマバージョンの一意のバージョン ID。
• MetadataKey – UTF-8 文字列。1～128 バイト長。Custom string pattern #24 (p. 1036) に一致。
メタデータキー。
• MetadataValue – UTF-8 文字列。1～256 バイト長。Custom string pattern #24 (p. 1036) に一致。
メタデータキーの値。

エラー
• InvalidInputException
• AccessDeniedException
• AlreadyExistsException
• EntityNotFoundException
• ResourceNumberLimitExceededException

QuerySchemaVersionMetadata アクション (Python:
query_schema_version_metadata)
スキーマバージョンのメタデータ情報をクエリします。

リクエスト
• SchemaId – SchemaId (p. 954) オブジェクト。
スキーマ名と Amazon リソースネーム (ARN) を含む可能性のあるラッパー構造体。
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• SchemaVersionNumber – SchemaVersionNumber (p. 953) オブジェクト。
スキーマのバージョン番号。
• SchemaVersionId – UTF-8 文字列。36 バイト長ちょうど。Custom string pattern #12 (p. 1036) に一
致。
スキーマバージョンの一意のバージョン ID。
• MetadataList – MetadataKeyValuePair (p. 953) オブジェクトの配列。
キーバリューペアからメタデータを検索します。キーバリューペアが指定されていない場合は、すべて
のメタデータ情報がフェッチされます。
• MaxResults – 数値 (整数)。1～50。
1 ページあたりに必要な結果の最大数。値が指定されていない場合、これはデフォルトで 1 ページあた
り 25 に設定されます。
• NextToken – UTF-8 文字列。
継続トークン (これが継続呼び出しの場合)。

応答
• MetadataInfoMap – キーバリューペアのマップ配列。
各キーは UTF-8 文字列、1～128 バイト長で、Custom string pattern #24 (p. 1036) に一致します。
各値は MetadataInfo (p. 951) オブジェクトです。
メタデータキーおよび関連する値のマップ。
• SchemaVersionId – UTF-8 文字列。36 バイト長ちょうど。Custom string pattern #12 (p. 1036) に一
致。
スキーマバージョンの一意のバージョン ID。
• NextToken – UTF-8 文字列。
返されたトークンのリストをページ分割するための継続トークン。リストの現在のセグメントが最後の
セグメントではない場合に返されます。

エラー
• InvalidInputException
• AccessDeniedException
• EntityNotFoundException

RemoveSchemaVersionMetadata アクション (Python:
remove_schema_version_metadata)
指定されたスキーマバージョン ID のスキーマバージョンメタデータからキーバリューペアを削除します。

リクエスト
• SchemaId – SchemaId (p. 954) オブジェクト。
スキーマ名と Amazon リソースネーム (ARN) を含む可能性のあるラッパー構造体。
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• SchemaVersionNumber – SchemaVersionNumber (p. 953) オブジェクト。
スキーマのバージョン番号。
• SchemaVersionId – UTF-8 文字列。36 バイト長ちょうど。Custom string pattern #12 (p. 1036) に一
致。
スキーマバージョンの一意のバージョン ID。
• MetadataKeyValue – 必須: MetadataKeyValuePair (p. 953) オブジェクト。
メタデータキーの値。

応答
• SchemaArn – UTF-8 文字列。1～10240 バイト長。Custom string pattern #17 (p. 1036) に一致。
スキーマの Amazon リソースネーム (ARN)。
• SchemaName – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Custom string pattern #13 (p. 1036) に一致。
スキーマの名前。
• RegistryName – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Custom string pattern #13 (p. 1036) に一致。
レジストリの名前。
• LatestVersion – ブール。
スキーマの最新バージョン。
• VersionNumber – 数値 (long)。1～100000。
スキーマのバージョン番号。
• SchemaVersionId – UTF-8 文字列。36 バイト長ちょうど。Custom string pattern #12 (p. 1036) に一
致。
スキーマバージョンのバージョン ID。
• MetadataKey – UTF-8 文字列。1～128 バイト長。Custom string pattern #24 (p. 1036) に一致。
メタデータキー。
• MetadataValue – UTF-8 文字列。1～256 バイト長。Custom string pattern #24 (p. 1036) に一致。
メタデータキーの値。

エラー
• InvalidInputException
• AccessDeniedException
• EntityNotFoundException

DeleteRegistry アクション (Python: delete_registry)
スキーマとそのすべてのバージョンを含め、レジストリ全体を削除します。削除オペレーションのス
テータスを取得するには、非同期呼び出し後に GetRegistry API を呼び出します。レジストリを
削除すると、レジストリに対する UpdateRegistry、CreateSchema、UpdateSchema、および
RegisterSchemaVersion API など、すべてのオンラインオペレーションが非アクティブ化されます。
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リクエスト
• RegistryId – 必須: RegistryId (p. 950) オブジェクト。
これは、レジストリ名と Amazon リソースネーム (ARN) を含む可能性があるラッパー構造です。

応答
• RegistryName – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Custom string pattern #13 (p. 1036) に一致。
削除されるレジストリの名前。
• RegistryArn – UTF-8 文字列。1～10240 バイト長。Custom string pattern #17 (p. 1036) に一致。
削除されるレジストリの Amazon リソースネーム (ARN)。
• Status – UTF-8 文字列 (有効な値: AVAILABLE | DELETING)。
レジストリのステータス。オペレーションが正常終了すると、Deleting ステータスを返します。

エラー
• InvalidInputException
• EntityNotFoundException
• AccessDeniedException
• ConcurrentModificationException

DeleteSchema アクション (Python: delete_schema)
スキーマセットとそのすべてのバージョンを含め、スキーマセット全体を削除します。削除オペレーショ
ンのステータスを取得するには、非同期呼び出し後に GetSchema API を呼び出します。レジストリを削
除すると、スキーマに対するGetSchemaByDefinition および RegisterSchemaVersion API など、
すべてのオンライン操作が非アクティブ化されます。

リクエスト
• SchemaId – 必須: SchemaId (p. 954) オブジェクト。
これは、スキーマ名と Amazon リソースネーム (ARN) を含む可能性のあるラッパー構造です。

応答
• SchemaArn – UTF-8 文字列。1～10240 バイト長。Custom string pattern #17 (p. 1036) に一致。
削除されるスキーマの Amazon リソースネーム (ARN)。
• SchemaName – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Custom string pattern #13 (p. 1036) に一致。
削除されるスキーマの名前。
• Status – UTF-8 文字列 (有効な値: AVAILABLE | PENDING | DELETING)。
スキーマのステータス。

エラー
• InvalidInputException
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• EntityNotFoundException
• AccessDeniedException
• ConcurrentModificationException

DeleteSchemaVersions アクション (Python:
delete_schema_versions)
指定したスキーマからバージョンを削除します。バージョン番号または範囲を指定できます。互換モード
が BACKWARDS_FULL など、必要なバージョンの削除を禁止している場合、エラーが返されます。この
呼び出しの後に GetSchemaVersions API を呼び出すと、削除されたバージョンのステータスが一覧表
示されます。
バージョン番号の範囲にチェックポイントが付加されたバージョンが含まれている場合、APIは 409 の競
合を返し、削除を続行しません。このAPIを使用する前に、まず、DeleteSchemaCheckpoint APIを使
用してチェックポイントを削除する必要があります。
DeleteSchemaVersions API を使用して、スキーマセット内の最初のスキーマバージョンを削除するこ
とはできません。最初のスキーマバージョンは、DeleteSchema API でのみ削除できます。この操作によ
り、スキーマバージョンの下にアタッチされた SchemaVersionMetadata も削除されます。データベー
スでは必ず物理削除 (ハード削除) となります。
互換モードが BACKWARDS_FULL など、必要なバージョンの削除を禁止している場合、エラーが返され
ます。

リクエスト
• SchemaId – 必須: SchemaId (p. 954) オブジェクト。
これは、スキーマ名と Amazon リソースネーム (ARN) を含む可能性のあるラッパー構造です。
• Versions – 必須: UTF-8 文字列。1～100000 バイト長。Custom string pattern #25 (p. 1036) に一致。
バージョン範囲は、次のような形式で指定することができます。
• 単一のバージョン番号、5
• 範囲、5-8: deletes versions 5, 6, 7, 8

応答
• SchemaVersionErrors – SchemaVersionErrorItem (p. 953) オブジェクトの配列。
SchemaVersionErrorItem オブジェクトのリスト。それぞれにはエラーとスキーマのバージョンが含
まれています。

エラー
• InvalidInputException
• EntityNotFoundException
• AccessDeniedException
• ConcurrentModificationException
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ワークフロー
ワークフロー API では、AWS Glue でのワークフローの作成、更新、表示に関連するデータ型と API につ
いて説明します。

データ型
• JobNodeDetails の構造 (p. 974)
• CrawlerNodeDetails 構造 (p. 974)
• TriggerNodeDetails 構造 (p. 974)
• Crawl 構造 (p. 975)
• Node 構造 (p. 975)
• Edge 構造 (p. 976)
• Workflow 構造 (p. 976)
• WorkflowGraph 構造 (p. 977)
• WorkflowRun 構造 (p. 977)
• WorkflowRunStatistics 構造 (p. 978)
• StartingEventBatchCondition 構造 (p. 978)
• Blueprint 構造 (p. 979)
• BlueprintDetails 構造 (p. 980)
• LastActiveDefinition 構造 (p. 980)
• BlueprintRun 構造 (p. 980)

JobNodeDetails の構造
ワークフロー内のジョブノードの詳細。

フィールド
• JobRuns – JobRun (p. 909) オブジェクトの配列。
ジョブノードが表すジョブ実行に関する情報。

CrawlerNodeDetails 構造
ワークフロー内に存在するクローラノードの詳細。

フィールド
• Crawls – Crawl (p. 975) オブジェクトの配列。
クロールノードが表すクロールのリスト。

TriggerNodeDetails 構造
ワークフロー内に存在するトリガーノードの詳細。
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フィールド
• Trigger – [Trigger] (トリガー) (p. 919) オブジェクト。
トリガーノードが表すトリガーの情報。

Crawl 構造
ワークフロー内のクロールの詳細。

フィールド
• State - UTF-8 文字列 (有効値: RUNNING | CANCELLING | CANCELLED | SUCCEEDED | FAILED |
ERROR).。
クローラの状態。
• StartedOn – タイムスタンプ。
クロールが開始された日時。
• CompletedOn – タイムスタンプ。
クロールが完了した日時。
• ErrorMessage – 説明文字列、2048 バイト長以下、URI address multi-line string pattern (p. 1036) に一
致。
クロールに関連付けられたエラーメッセージ。
• LogGroup - UTF-8 文字列。1 ～ 512 バイト長。Log group string pattern (p. 1036) に一致。
クロールに関連付けられたロググループ。
• LogStream - UTF-8 文字列。1 ～ 512 バイト長。Log-stream string pattern (p. 1036) に一致。
クロールに関連付けられたログストリーム。

Node 構造
ノードは、ワークフローグラフ上で、AWS Glue コンポーネント (トリガー、クローラ、またはジョブ) を
表しています。

フィールド
• Type – UTF-8 文字列 (有効な値: CRAWLER | JOB | TRIGGER)。
ノードが表す AWS Glue コンポーネントのタイプ。
• Name – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
ノードが表す AWS Glue コンポーネントの名前。
• UniqueId – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
ワークフロー内のノードに割り当てられた一意の ID。
• TriggerDetails – TriggerNodeDetails (p. 974) オブジェクト。
ノードがトリガーを表すときのトリガーの詳細。
• JobDetails – JobNodeDetails (p. 974) オブジェクト。
ノードがジョブを表すときのジョブの詳細。
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• CrawlerDetails – CrawlerNodeDetails (p. 974) オブジェクト。
ノードがクローラを表すときのクローラの詳細。

Edge 構造
エッジは、エッジが属するワークフローの一部である 2 つの AWS Glue コンポーネント間の有向接続を表
します。

フィールド
• SourceId – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
エッジの始点となるワークフロー内のノードの一意の ID。
• DestinationId – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
エッジの終点となるワークフロー内のノードの一意の ID。

Workflow 構造
ワークフローは、複雑な ETL タスクを完了するために実行される複数の関連する AWS Glue ジョブとク
ローラのコレクションです。ワークフローは、それに含まれるすべてのジョブとクローラの実行とモニタ
リングを管理します。

フィールド
• Name – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
ワークフローの名前。
• Description – UTF-8 文字列。
ワークフローの説明。
• DefaultRunProperties – キーバリューペアのマップ配列。
各キーは UTF-8 文字列、1～255 バイト長で、Single-line string pattern (p. 1036) に一致します。
各値は UTF-8 文字列。
ワークフローの各実行の一部として使用されるプロパティのコレクション。実行プロパティは、ワーク
フローの各ジョブで使用できるようになっています。ジョブは、フロー内の次のジョブのためにプロパ
ティを変更できます。
• CreatedOn – タイムスタンプ。
ワークフローが作成された日時。
• LastModifiedOn – タイムスタンプ。
ワークフローが最終に変更された日時。
• LastRun – WorkflowRun (p. 977) オブジェクト。
ワークフローの最終の実行に関する情報。
• Graph – WorkflowGraph (p. 977) オブジェクト。
ワークフローに属するすべての AWS Glue コンポーネントをノードとして表し、これらのコンポーネン
ト間の有向接続をエッジとして表すグラフ。
• CreationStatus – UTF-8 文字列 (有効な値: CREATING | CREATED | CREATION_FAILED)。
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ワークフローの作成ステータス。
• MaxConcurrentRuns – 数値 (整数)。
このパラメータを使用すると、データが不必要に複数回更新されないようにしたり、コストを管理した
り、場合によってはコンポーネントジョブの同時実行の最大数を超えないようにしたりできます。この
パラメータを空白のままにした場合、ワークフロー実行の数に制限はありません。
• BlueprintDetails – BlueprintDetails (p. 980) オブジェクト。
この構造は、この特定のワークフローの作成元となるブループリントの詳細を示します。

WorkflowGraph 構造
ワークフローグラフは、ワークフロー内に存在するすべての AWS Glue コンポーネントと、これらのコン
ポーネント間のすべての有向接続を含むワークフロー全体を表します。

フィールド
• Nodes – ノード (p. 975) オブジェクトの配列。
ワークフロー内でノードとして表される AWS Glue コンポーネントのリスト。
• Edges – Edge (p. 976) オブジェクトの配列。
ワークフローに属するノード間のすべての有向接続のリスト。

WorkflowRun 構造
ワークフロー実行は、すべてのランタイム情報を提供するワークフローの実行です。

フィールド
• Name – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
実行されたワークフローの名前。
• WorkflowRunId – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
このワークフロー実行の ID。
• PreviousRunId – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
前回のワークフロー実行の ID。
• WorkflowRunProperties – キーバリューペアのマップ配列。
各キーは UTF-8 文字列、1～255 バイト長で、Single-line string pattern (p. 1036) に一致します。
各値は UTF-8 文字列。
実行中に設定されたワークフロー実行のプロパティ。
• StartedOn – タイムスタンプ。
ワークフロー実行の開始日時。
• CompletedOn – タイムスタンプ。
ワークフロー実行の完了日時。
• Status – UTF-8 文字列 (有効な値: RUNNING | COMPLETED | STOPPING | STOPPED | ERROR)。
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ワークフロー実行のステータス。
• ErrorMessage – UTF-8 文字列。
このエラーメッセージは、ワークフローの実行の開始時に発生した可能性のあるエラーを示します。現
在のところ、唯一のエラーメッセージは「Concurrent runs exceeded for workflow: foo」(ワークフロー
の同時実行数を超えました: ) のみです。
• Statistics – WorkflowRunStatistics (p. 978) オブジェクト。
実行の統計情報。
• Graph – WorkflowGraph (p. 977) オブジェクト。
ワークフローに属するすべての AWS Glue コンポーネントをノードとして表し、これらのコンポーネン
ト間の有向接続をエッジとして表すグラフ。
• StartingEventBatchCondition – StartingEventBatchCondition (p. 978) オブジェクト。
ワークフロー実行を開始したバッチ条件。

WorkflowRunStatistics 構造
ワークフロー実行の統計は、ワークフロー実行に関する統計情報を提供します。

フィールド
• TotalActions – 数値 (整数)。
ワークフロー実行のアクションの合計数。
• TimeoutActions – 数値 (整数)。
タイムアウトしたアクションの合計数。
• FailedActions – 数値 (整数)。
失敗したアクションの合計数。
• StoppedActions – 数値 (整数)。
停止したアクションの合計数。
• SucceededActions – 数値 (整数)。
成功したアクションの合計数。
• RunningActions – 数値 (整数)。
実行中状態のアクションの合計数。
• ErroredActions – 数値 (整数)。
ワークフロー実行で ERROR 状態のジョブ実行数を示します。
• WaitingActions – 数値 (整数)。
ワークフロー実行で WAITING 状態のジョブ実行数を示します。

StartingEventBatchCondition 構造
ワークフロー実行を開始したバッチ条件。到着したイベント数がバッチサイズに到達したか (BatchSize メ
ンバーがゼロ以外の場合)、バッチウィンドウの時間が経過したか (BatchWindow メンバーがゼロ以外の場
合) のいずれかです。
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フィールド
• BatchSize – 数値 (整数)。
バッチ内のイベント数。
• BatchWindow – 数値 (整数)。
バッチウィンドウの持続時間 (秒単位)。

Blueprint 構造
ブループリントの詳細。

フィールド
• Name – UTF-8 文字列。1～128 バイト長。Custom string pattern #21 (p. 1036) に一致。
ブループリントの名前。
• Description – UTF-8 文字列。1～512 バイト長。
ブループリントの説明。
• CreatedOn – タイムスタンプ。
ブループリントが登録された日時。
• LastModifiedOn – タイムスタンプ。
ブループリントの最終変更日時。
• ParameterSpec – UTF-8 文字列。1～131072 バイト長。
ブループリントのパラメータ仕様のリストを示す JSON 文字列。
• BlueprintLocation – UTF-8 文字列。
ブループリントを公開する Simple Storage Service (Amazon S3) のパスを指定します。
• BlueprintServiceLocation – UTF-8 文字列。
CreateBlueprint/UpdateBlueprint を呼び出してブループリントを AWS Glue に登録するとき
に、ブループリントがコピーされる Simple Storage Service (Amazon S3) のパスを指定します。
• Status – UTF-8 文字列 (有効な値: CREATING | ACTIVE | UPDATING | FAILED)。
ブループリント登録のステータス。
• Creating – ブループリントの登録が進行中です。
• Active – ブループリントは正常に登録されました。
• Updating – ブループリント登録の更新が進行中です。
• Failed – ブループリントの登録に失敗しました。
• ErrorMessage – UTF-8 文字列。
エラーメッセージ。
• LastActiveDefinition – LastActiveDefinition (p. 980) オブジェクト。
ブループリントに複数のバージョンがあり、最新バージョンに何らかのエラーがある場合、この属性
は、サービスで使用できる正常な最後のブループリント定義を示します。
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BlueprintDetails 構造
ブループリントの詳細。

フィールド
• BlueprintName – UTF-8 文字列。1～128 バイト長。Custom string pattern #21 (p. 1036) に一致。
ブループリントの名前。
• RunId – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
このブループリントの実行 ID。

LastActiveDefinition 構造
ブループリントに複数のバージョンがあり、最新バージョンに何らかのエラーがある場合、この属性は、
サービスで使用できる正常な最後のブループリント定義を示します。

フィールド
• Description – UTF-8 文字列。1～512 バイト長。
ブループリントの説明。
• LastModifiedOn – タイムスタンプ。
ブループリントの最終変更日時。
• ParameterSpec – UTF-8 文字列。1～131072 バイト長。
ブループリントのパラメータを指定する JSON 文字列。
• BlueprintLocation – UTF-8 文字列。
AWS Glue デベロッパーによってブループリントが公開される Simple Storage Service (Amazon S3) 内
のパスを指定します。
• BlueprintServiceLocation – UTF-8 文字列。
ブループリントの作成または更新時にコピーされる Simple Storage Service (Amazon S3) 内のパスを指
定します。

BlueprintRun 構造
ブループリントの実行の詳細。

フィールド
• BlueprintName – UTF-8 文字列。1～128 バイト長。Custom string pattern #21 (p. 1036) に一致。
ブループリントの名前。
• RunId – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
このブループリント実行の実行 ID。
• WorkflowName – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
ブループリントが正常に実行された結果として作成されるワークフローの名前。ブループリントの実行
にエラーがある場合、ワークフローは作成されません。

980

AWS Glue デベロッパーガイド
— 操作 —

• State – UTF-8 文字列 (有効な値: RUNNING | SUCCEEDED | FAILED | ROLLING_BACK)。
ブループリントの実行の状態。想定される値は次のとおりです。
• Running – ブループリントの実行が進行中です。
• Succeeded – ブループリントの実行が正常に完了しました。
• Failed – ブループリントの実行が失敗し、ロールバックが完了しました。
• Rolling Back – ブループリントの実行が失敗し、ロールバックが進行中です。
• StartedOn – タイムスタンプ。
ブループリントの実行が開始された日時。
• CompletedOn – タイムスタンプ。
ブループリントの実行が完了した日時。
• ErrorMessage – UTF-8 文字列。
ブループリントの実行中に発生したエラーを示します。
• RollbackErrorMessage – UTF-8 文字列。
ワークフローのエンティティの作成中にエラーが発生した場合は、作成されたエンティティをその時点
までロールバックして削除を試みます。この属性は、作成されたエンティティを削除しようとしたとき
にエラーが発生したことを示します。
• Parameters – UTF-8 文字列。1～131072 バイト長。
文字列のブループリントパラメータです。Blueprint$ParameterSpec で定義されているパラメータ
仕様から必要な各キーの値を指定する必要があります。
• RoleArn – UTF-8 文字列。1～1024 バイト長。Custom string pattern #20 (p. 1036) に一致。
ロール ARN｡ このロールは、AWS Glue サービスが継承し、ワークフローとワークフローの他のエン
ティティを作成するために使用されます。

操作
• CreateWorkflow アクション (Python: create_workflow) (p. 982)
• UpdateWorkflow アクション (Python: update_workflow) (p. 983)
• DeleteWorkflow アクション (Python: delete_workflow) (p. 983)
• GetWorkflow アクション (Python: get_workflow) (p. 984)
• ListWorkflows アクション (Python: list_workflows) (p. 984)
• BatchGetWorkflows アクション (Python: batch_get_workflows) (p. 985)
• GetWorkflowRun アクション (Python: get_workflow_run) (p. 986)
• GetWorkflowRuns アクション (Python: get_workflow_runs) (p. 986)
• GetWorkflowRunProperties アクション (Python: get_workflow_run_properties) (p. 987)
• PutWorkflowRunProperties アクション (Python: put_workflow_run_properties) (p. 988)
• CreateBlueprint アクション (Python: create_blueprint) (p. 988)
• UpdateBlueprint アクション (Python: update_blueprint) (p. 989)
• DeleteBlueprint アクション (Python: delete_blueprint) (p. 990)
• ListBlueprints アクション (Python: list_blueprints) (p. 990)
• BatchGetBlueprints アクション (Python: batch_get_blueprints) (p. 991)
• StartBlueprintRun アクション (Python: start_blueprint_run) (p. 991)
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• GetBlueprintRun アクション (Python: get_blueprint_run) (p. 992)
• GetBlueprintRuns アクション (Python: get_blueprint_runs) (p. 993)
• StartWorkflowRun アクション (Python: start_workflow_run) (p. 993)
• StopWorkflowRun アクション (Python: stop_workflow_run) (p. 994)
• ResumeWorkflowRun アクション (Python: resume_workflow_run) (p. 995)

CreateWorkflow アクション (Python: create_workflow)
新しいワークフローを作成します。

リクエスト
• Name – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、「Single-line string pattern (p. 1036)」に一致。
ワークフローに割り当てる名前。アカウント内で一意である必要があります。
• Description – UTF-8 文字列。
ワークフローの説明。
• DefaultRunProperties – キーバリューペアのマップ配列。
各キーは UTF-8 文字列、1～255 バイト長で、Single-line string pattern (p. 1036) に一致します。
各値は UTF-8 文字列。
ワークフローの各実行の一部として使用されるプロパティのコレクション。
• Tags – キーと値のペアのマップ配列。50 ペア以下。
各キーは UTF-8 文字列で、1～128 バイト長です。
各値は UTF-8 文字列で、256 バイト長以下です。
このワークフローで使用するタグ。
• MaxConcurrentRuns – 数値 (整数)。
このパラメータを使用すると、データが不必要に複数回更新されないようにしたり、コストを管理した
り、場合によってはコンポーネントジョブの同時実行の最大数を超えないようにしたりできます。この
パラメータを空白のままにした場合、ワークフロー実行の数に制限はありません。

応答
• Name – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、「Single-line string pattern (p. 1036)」に一致。
リクエストの一部として指定されたワークフローの名前。

エラー
• AlreadyExistsException
• InvalidInputException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException
• ResourceNumberLimitExceededException
• ConcurrentModificationException
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UpdateWorkflow アクション (Python:
update_workflow)
既存のワークフローを更新します。

リクエスト
• Name – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、「Single-line string pattern (p. 1036)」に一致。
更新するワークフローの名前。
• Description – UTF-8 文字列。
ワークフローの説明。
• DefaultRunProperties – キーバリューペアのマップ配列。
各キーは UTF-8 文字列、1～255 バイト長で、Single-line string pattern (p. 1036) に一致します。
各値は UTF-8 文字列。
ワークフローの各実行の一部として使用されるプロパティのコレクション。
• MaxConcurrentRuns – 数値 (整数)。
このパラメータを使用すると、データが不必要に複数回更新されないようにしたり、コストを管理した
り、場合によってはコンポーネントジョブの同時実行の最大数を超えないようにしたりできます。この
パラメータを空白のままにした場合、ワークフロー実行の数に制限はありません。

応答
• Name – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、「Single-line string pattern (p. 1036)」に一致。
入力で指定されたワークフローの名前。

エラー
• InvalidInputException
• EntityNotFoundException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException
• ConcurrentModificationException

DeleteWorkflow アクション (Python: delete_workflow)
ワークフローを削除します。

リクエスト
• Name – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、「Single-line string pattern (p. 1036)」に一致。
削除するワークフローの名前。
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応答
• Name – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、「Single-line string pattern (p. 1036)」に一致。
入力で指定されたワークフローの名前。

エラー
• InvalidInputException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException
• ConcurrentModificationException

GetWorkflow アクション (Python: get_workflow)
ワークフローのリソースメタデータを取得します。

リクエスト
• Name – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、「Single-line string pattern (p. 1036)」に一致。
取得するワークフローの名前。
• IncludeGraph – ブール。
ワークフローのリソースメタデータを返すときに、グラフを含めるかどうかを指定します。

応答
• Workflow – ワークフロー (p. 976) オブジェクト。
ワークフローのリソースメタデータ。

エラー
• InvalidInputException
• EntityNotFoundException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException

ListWorkflows アクション (Python: list_workflows)
アカウントで作成されたワークフローの名前を一覧表示します。

リクエスト
• NextToken – UTF-8 文字列。
継続トークン (これが継続リクエストの場合)。
• MaxResults – 1～1000 の数値 (整数)。
返されるリストの最大サイズ。
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応答
• Workflows – UTF-8 文字列の配列。1～25 個の文字列。
アカウント内のワークフローの名前のリスト。
• NextToken – UTF-8 文字列。
継続トークン (一部のワークフロー名が返されていない場合)。

エラー
• InvalidInputException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException

BatchGetWorkflows アクション (Python:
batch_get_workflows)
特定のワークフロー名のリストに対応するリソースメタデータのリストを返します。ListWorkflows オ
ペレーションを呼び出した後で、このオペレーションを呼び出すことで、アクセス許可が付与されている
データにアクセスできます。このオペレーションは、タグを使用するアクセス許可条件を含め、すべての
IAM のアクセス許可をサポートします。

リクエスト
• Names – 必須: UTF-8 文字列の配列。1 ～ 25 個の文字列。
ワークフロー名のリスト。これらの名前は ListWorkflows オペレーションから返される場合がありま
す。
• IncludeGraph – ブール。
ワークフローのリソースメタデータを返すときに、グラフを含めるかどうかを指定します。

応答
• Workflows – ワークフロー (p. 976) オブジェクトの配列。1～25 個の構造。
ワークフローのリソースメタデータのリスト。
• MissingWorkflows – UTF-8 文字列の配列。1～25 個の文字列。
検出されなかったワークフロー名のリスト。

エラー
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException
• InvalidInputException
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GetWorkflowRun アクション (Python:
get_workflow_run)
特定のワークフロー実行のメタデータを取得します。

リクエスト
• Name – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、「Single-line string pattern (p. 1036)」に一致。
実行中のワークフローの名前。
• RunId – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
ワークフロー実行の ID。
• IncludeGraph – ブール。
レスポンスにワークフローグラフを含めるかどうかを指定します。

応答
• Run – WorkflowRun (p. 977) オブジェクト。
リクエストされたワークフロー実行のメタデータ。

エラー
• InvalidInputException
• EntityNotFoundException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException

GetWorkflowRuns アクション (Python:
get_workflow_runs)
特定のワークフローのすべての実行のメタデータを取得します。

リクエスト
• Name – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、「Single-line string pattern (p. 1036)」に一致。
返すべき実行のメタデータが属するワークフローの名前。
• IncludeGraph – ブール。
レスポンスにワークフローグラフを含めるかどうかを指定します。
• NextToken – UTF-8 文字列。
応答の最大サイズ。
• MaxResults – 1～1000 の数値 (整数)。
レスポンスに含めるワークフロー実行の最大数。
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応答
• Runs – WorkflowRun (p. 977) オブジェクトの配列。1～1000 個の構造体。
ワークフロー実行のメタデータオブジェクトのリスト。
• NextToken – UTF-8 文字列。
継続トークン (リクエストしたワークフロー実行の一部が返されていない場合)。

エラー
• InvalidInputException
• EntityNotFoundException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException

GetWorkflowRunProperties アクション (Python:
get_workflow_run_properties)
実行中に設定されたワークフロー実行のプロパティを取得します。

リクエスト
• Name – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、「Single-line string pattern (p. 1036)」に一致。
実行されたワークフローの名前。
• RunId – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
返す必要がある実行プロパティが属するワークフロー実行の ID。

応答
• RunProperties – キーバリューペアのマップ配列。
各キーは UTF-8 文字列、1～255 バイト長で、Single-line string pattern (p. 1036) に一致します。
各値は UTF-8 文字列。
指定した実行の進行中に設定されたワークフロー実行のプロパティ。

エラー
• InvalidInputException
• EntityNotFoundException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException
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PutWorkflowRunProperties アクション (Python:
put_workflow_run_properties)
特定のワークフロー実行に対して、指定されたワークフロー実行プロパティを挿入します。指定された実
行内に該当するプロパティが既に存在する場合は、既存の値が上書きされます。それ以外の場合は、既存
のプロパティにプロパティが追加されます。

リクエスト
• Name – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、「Single-line string pattern (p. 1036)」に一致。
実行されたワークフローの名前。
• RunId – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
実行プロパティを更新する対象のワークフロー実行の ID。
• RunProperties – 必須: キーバリューペアのマップ配列。
各キーは UTF-8 文字列、1～255 バイト長で、Single-line string pattern (p. 1036) に一致します。
各値は UTF-8 文字列。
指定された実行に対して挿入するプロパティ。

応答
• 応答パラメータはありません。

エラー
• AlreadyExistsException
• EntityNotFoundException
• InvalidInputException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException
• ResourceNumberLimitExceededException
• ConcurrentModificationException

CreateBlueprint アクション (Python: create_blueprint)
ブループリントを AWS Glue に登録します。

リクエスト
• Name – 必須: UTF-8 文字列。1～128 バイト長。Custom string pattern #21 (p. 1036) に一致。
ブループリントの名前。
• Description – UTF-8 文字列。1～512 バイト長。
ブループリントの説明。
• BlueprintLocation – 必須: UTF-8 文字列。1～8192 バイト長。Custom string pattern #22 (p. 1036)
に一致。
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ブループリントを公開する Amazon S3 のパスを指定します。
• Tags – キーと値のペアのマップ配列。50 ペア以下。
各キーは UTF-8 文字列で、1～128 バイト長です。
各値は UTF-8 文字列で、256 バイト長以下です。
このブループリントに適用されるタグ。

応答
• Name – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、「Single-line string pattern (p. 1036)」に一致。
登録されたブループリントの名前を返します。

エラー
• AlreadyExistsException
• InvalidInputException
• OperationTimeoutException
• InternalServiceException
• ResourceNumberLimitExceededException

UpdateBlueprint アクション (Python:
update_blueprint)
登録済みのブループリントを更新します。

リクエスト
• Name – 必須: UTF-8 文字列。1～128 バイト長。Custom string pattern #21 (p. 1036) に一致。
ブループリントの名前。
• Description – UTF-8 文字列。1～512 バイト長。
ブループリントの説明。
• BlueprintLocation – 必須: UTF-8 文字列。1～8192 バイト長。Custom string pattern #22 (p. 1036)
に一致。
ブループリントを公開する Amazon S3 のパスを指定します。

応答
• Name – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、「Single-line string pattern (p. 1036)」に一致。
更新されたブループリントの名前を返します。

エラー
• EntityNotFoundException
• ConcurrentModificationException
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• InvalidInputException
• OperationTimeoutException
• InternalServiceException
• IllegalBlueprintStateException

DeleteBlueprint アクション (Python: delete_blueprint)
既存のブループリントを削除します。

リクエスト
• Name – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、「Single-line string pattern (p. 1036)」に一致。
削除するブループリントの名前。

応答
• Name – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、「Single-line string pattern (p. 1036)」に一致。
削除されたブループリントの名前を返します。

エラー
• InvalidInputException
• OperationTimeoutException
• InternalServiceException

ListBlueprints アクション (Python: list_blueprints)
アカウント内のすべてのブループリント名をリスト表示します。

リクエスト
• NextToken – UTF-8 文字列。
継続トークン (これが継続リクエストの場合)。
• MaxResults – 1～1000 の数値 (整数)。
返されるリストの最大サイズ。
• Tags – キーと値のペアのマップ配列。50 ペア以下。
各キーは UTF-8 文字列で、1～128 バイト長です。
各値は UTF-8 文字列で、256 バイト長以下です。
リストを AWS リソースタグでフィルタリングします。

応答
• Blueprints – UTF-8 文字列の配列。
アカウント内のブループリントの名前のリスト。
990

AWS Glue デベロッパーガイド
BatchGetBlueprints (batch_get_blueprints)

• NextToken – UTF-8 文字列。
継続トークン (返されていないワークフロー名がある場合)。

エラー
• InvalidInputException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException

BatchGetBlueprints アクション (Python:
batch_get_blueprints)
ブループリントのリストに関する情報を取得します。

リクエスト
• Names – 必須: UTF-8 文字列の配列。1 ～ 25 個の文字列。
ブループリント名のリスト。
• IncludeBlueprint – ブール。
レスポンスにブループリントを含めるかどうかを指定します。
• IncludeParameterSpec – ブール。
レスポンスにブループリントのパラメータを JSON 文字列として含めるかどうかを指定します。

応答
• Blueprints – Blueprint (p. 979) オブジェクトの配列。
ブループリントのリストを Blueprints オブジェクトとして返します。
• MissingBlueprints – UTF-8 文字列の配列。
検出されなかった BlueprintNames のリストを返します。

エラー
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException
• InvalidInputException

StartBlueprintRun アクション (Python:
start_blueprint_run)
指定したブループリントの新しい実行を開始します。
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リクエスト
• BlueprintName – 必須: UTF-8 文字列。1～128 バイト長。Custom string pattern #21 (p. 1036) に一
致。
ブループリントの名前。
• Parameters – UTF-8 文字列。1～131072 バイト長。
パラメータを BlueprintParameters オブジェクトとして指定します。
• RoleArn – 必須: UTF-8 文字列。1 ～ 1024 バイト長。Custom string pattern #20 (p. 1036) に一致。
ワークフローの作成に使用される IAM ロールを指定します。

応答
• RunId – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、「Single-line string pattern (p. 1036)」に一致。
このブループリント実行の実行 ID。

エラー
• InvalidInputException
• OperationTimeoutException
• InternalServiceException
• ResourceNumberLimitExceededException
• EntityNotFoundException
• IllegalBlueprintStateException

GetBlueprintRun アクション (Python:
get_blueprint_run)
ブループリント実行の詳細を取得します。

リクエスト
• BlueprintName – 必須: UTF-8 文字列。1～128 バイト長。Custom string pattern #21 (p. 1036) に一
致。
ブループリントの名前。
• RunId – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
取得するブループリント実行の実行 ID。

応答
• BlueprintRun – BlueprintRun (p. 980) オブジェクト。
BlueprintRun オブジェクトを返します。

エラー
• EntityNotFoundException
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• InternalServiceException
• OperationTimeoutException

GetBlueprintRuns アクション (Python:
get_blueprint_runs)
指定したブループリントでのブループリント実行の詳細を取得します。

リクエスト
• BlueprintName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、「Single-line string pattern (p. 1036)」に一
致。
ブループリントの名前。
• NextToken – UTF-8 文字列。
継続トークン (これが継続リクエストの場合)。
• MaxResults – 1～1000 の数値 (整数)。
返されるリストの最大サイズ。

応答
• BlueprintRuns – BlueprintRun (p. 980) オブジェクトの配列。
BlueprintRun オブジェクトのリストを返します。
• NextToken – UTF-8 文字列。
継続トークン (一部のブループリント実行が返されていない場合)。

エラー
• EntityNotFoundException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException
• InvalidInputException

StartWorkflowRun アクション (Python:
start_workflow_run)
指定したワークフローの新しい実行を開始します。

リクエスト
• Name – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、「Single-line string pattern (p. 1036)」に一致。
開始するワークフローの名前。
• RunProperties – キーバリューペアのマップ配列。
各キーは UTF-8 文字列、1～255 バイト長で、Single-line string pattern (p. 1036) に一致します。
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各値は UTF-8 文字列。
新しいワークフロー実行のためのワークフロー実行プロパティ。

応答
• RunId – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、「Single-line string pattern (p. 1036)」に一致。
新しい実行の ID。

エラー
• InvalidInputException
• EntityNotFoundException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException
• ResourceNumberLimitExceededException
• ConcurrentRunsExceededException

StopWorkflowRun アクション (Python:
stop_workflow_run)
指定したワークフロー実行の実行を停止します。

リクエスト
• Name – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、「Single-line string pattern (p. 1036)」に一致。
停止するワークフローの名前。
• RunId – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
停止するワークフロー実行の ID。

応答
• 応答パラメータはありません。

エラー
• InvalidInputException
• EntityNotFoundException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException
• IllegalWorkflowStateException
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ResumeWorkflowRun アクション (Python:
resume_workflow_run)
以前に部分的に完了したワークフロー実行から一部のノードを再起動し、ワークフロー実行を再開しま
す。選択したノードと、選択したノードの下流にあるすべてのノードが実行されます。

リクエスト
• Name – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、「Single-line string pattern (p. 1036)」に一致。
再開するワークフローの名前。
• RunId – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
再開するワークフロー実行の ID。
• NodeIds – 必須: UTF-8 文字列の配列。
再起動するノードのノード ID のリスト。再起動するノードは、元の実行で実行を試行したことがなけれ
ばなりません。

応答
• RunId – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、「Single-line string pattern (p. 1036)」に一致。
再開されたワークフロー実行に割り当てられた新しい ID。ワークフロー実行を再開するたびに、新しい
実行 ID が割り当てられます。
• NodeIds – UTF-8 文字列の配列。
実際に再起動されたノードのノード ID のリスト。

エラー
• InvalidInputException
• EntityNotFoundException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException
• ConcurrentRunsExceededException
• IllegalWorkflowStateException

機械学習 API
機械学習 API では、機械学習のデータ型について説明します。これには、変換を作成、削除、更新した
り、機械学習のタスク実行を開始したりするための API が含まれます。

データ型
• TransformParameters 構造 (p. 996)
• EvaluationMetrics 構造 (p. 996)
• MLTransform 構造 (p. 996)
• FindMatchesParameters 構造 (p. 999)
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• FindMatchesMetrics 構造 (p. 999)
• ConfusionMatrix 構造 (p. 1000)
• GlueTable 構造 (p. 1001)
• TaskRun 構造 (p. 1001)
• TransformFilterCriteria 構造 (p. 1002)
• TransformSortCriteria 構造 (p. 1002)
• TaskRunFilterCriteria 構造 (p. 1003)
• TaskRunSortCriteria 構造 (p. 1003)
• TaskRunProperties 構造 (p. 1003)
• FindMatchesTaskRunProperties 構造 (p. 1004)
• ImportLabelsTaskRunProperties 構造 (p. 1004)
• ExportLabelsTaskRunProperties 構造 (p. 1004)
• LabelingSetGenerationTaskRunProperties 構造 (p. 1004)
• SchemaColumn 構造 (p. 1005)
• TransformEncryption 構造 (p. 1005)
• MLUserDataEncryption 構造 (p. 1005)
• ColumnImportance 構造 (p. 1006)

TransformParameters 構造
機械学習変換に関連付けられたアルゴリズム固有のパラメータ。

フィールド
• TransformType – 必須: UTF-8 文字列 (有効な値: FIND_MATCHES)。
機械学習変換のタイプ。
機械学習変換のタイプの詳細については、「機械学習変換の作成」を参照してください。
• FindMatchesParameters – FindMatchesParameters (p. 999) オブジェクト。
一致検索アルゴリズムのパラメータ。

EvaluationMetrics 構造
評価メトリクスは、機械学習変換の品質を推定します。

フィールド
• TransformType – 必須: UTF-8 文字列 (有効な値: FIND_MATCHES)。
機械学習変換のタイプ。
• FindMatchesMetrics – FindMatchesMetrics (p. 999) オブジェクト。
「一致の検索」アルゴリズムの評価メトリクス。

MLTransform 構造
機械学習変換の構造。
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フィールド
• TransformId – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
機械学習変換用に生成される一意の変換 ID。ID は一意であることが保証されており、変更されません。
• Name – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
機械学習変換のユーザー定義名。名前は一意であることが保証されておらず、いつでも変更される可能
性があります。
• Description – 説明文字列、2048 バイト長以下、URI address multi-line string pattern (p. 1036) に一
致。
機械学習変換に対する長い形式のユーザー定義による説明。説明は一意であることが保証されておら
ず、いつでも変更される可能性があります。
• Status – UTF-8 文字列 (有効な値: NOT_READY | READY | DELETING)。
機械学習変換の現在のステータス。
• CreatedOn – タイムスタンプ。
タイムスタンプ。この機械学習変換の作成日時。
• LastModifiedOn – タイムスタンプ。
タイムスタンプ。この機械学習変換の最終変更日時。
• InputRecordTables – GlueTable (p. 1001) オブジェクトの配列。構造体 10 個以下。
変換で使用される AWS Glue テーブル定義のリスト。
• Parameters – TransformParameters (p. 996) オブジェクト。
TransformParameters オブジェクト。パラメータを使用して機械学習変換の動作を調整 (カスタマイ
ズ) できます。そのために、変換に学習させる要素と、さまざまなトレードオフ (適合率と再現率、精度
とコストなど) の選好を指定します。
• EvaluationMetrics – EvaluationMetrics (p. 996) オブジェクト。
EvaluationMetrics オブジェクト。評価メトリクスは、機械学習変換の品質を推定します。
• LabelCount – 数値 (整数)。
この変換のために AWS Glue で生成されるラベリングファイルのカウント識別子。より適切な変換を作
成する場合、ラベリングファイルのダウンロード、ラベル付け、アップロードを繰り返すことができま
す。
• Schema – SchemaColumn (p. 1005) オブジェクトの配列。構造体 100 個以下。
この変換の実行対象となる列とデータ型を表すキーバリューペアのマップ。100 列が上限です。
• Role – UTF-8 文字列。
必要なアクセス許可を持つ IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN) の名前。必要なアクセス許
可には、AWS Glue リソースに対する AWS Glue サービスロールのアクセス許可と、変換に必要な
Amazon S3 アクセス許可の両方が含まれます。
• このロールには、AWS Glue のリソースへのアクセスを許可する AWS Glue サービスロールのアクセ
ス許可が必要です。「Attach a Policy to IAM Users That Access AWS Glue」を参照してください。
• このロールは、この変換のタスク実行で使用される Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) の
ソース、ターゲット、一時ディレクトリ、スクリプト、およびライブラリへのアクセス許可を必要と
します。
• GlueVersion – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Custom string pattern #15 (p. 1036) に一致。
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この値により、この機械学習変換と互換性がある AWS Glue のバージョンが決定します。ほとんどの
お客様に、Glue 1.0 が推奨されます。値が設定されていない場合、Glue の互換性はデフォルトで Glue
0.9 に設定されます。詳細については、デベロッパーガイドの「AWS Glue Versions」を参照してくださ
い。
• MaxCapacity – 数値 (double)。
この変換のタスク実行に割り当てられる AWS Glue データ処理ユニット (DPU) の数。DPU は、2～100
の範囲で割り当てることができます。デフォルトは 10 です。DPU は処理能力を相対的に測定するもの
で、4 個の vCPU のコンピューティング性能と 16 GB のメモリで構成されています。詳細については、
「AWS Glue 料金表ページ」を参照してください。
MaxCapacity は、 NumberOfWorkers と WorkerType との相互排他的なオプションです 。
• NumberOfWorkers または WorkerType のいずれかが設定されている場合、 MaxCapacity は設定
できません。
• MaxCapacity が設定されている場合、NumberOfWorkers または WorkerType は設定できませ
ん。
• WorkerType が設定されている場合、NumberOfWorkers は必須です（逆も同様です）。
• MaxCapacity と NumberOfWorkers は両方とも少なくとも 1 である必要があります。
WorkerType フィールドを Standard 以外の値に設定すると、MaxCapacity フィールドが自動的に設
定され、読み取り専用になります。
• WorkerType – UTF-8 文字列 (有効な値: Standard="" | G.1X="" | G.2X="" | G.025X="")。
この変換のタスク実行時に割り当てられる事前定義済みワーカーのタイプ。使用できる値
は、Standard、G.1X、または G.2X です。
• Standard ワーカータイプでは、各ワーカーは 4 vCPU、16 GB のメモリ、50 GB のディスク、ワー
カーあたり 2 個のエグゼキュターを提供します。
• G.1X ワーカータイプでは、各ワーカーは 4 vCPU、16 GB のメモリ、64 GB のディスク、ワーカー
あたり 1 個のエグゼキュターを提供します。
• G.2X ワーカータイプでは、各ワーカーは 8 vCPU、32 GB のメモリ、128 GB のディスク、ワーカー
あたり 1 個のエグゼキュターを提供します。
MaxCapacity は、 NumberOfWorkers と WorkerType との相互排他的なオプションです 。
• NumberOfWorkers または WorkerType のいずれかが設定されている場合、 MaxCapacity は設定
できません。
• MaxCapacity が設定されている場合、NumberOfWorkers または WorkerType は設定できませ
ん。
• WorkerType が設定されている場合、NumberOfWorkers は必須です（逆も同様です）。
• MaxCapacity と NumberOfWorkers は両方とも少なくとも 1 である必要があります。
• NumberOfWorkers – 数値 (整数)。
変換のタスク実行時に割り当てられる定義済み workerType のワーカー数。
WorkerType が設定されている場合、NumberOfWorkers は必須です（逆も同様です）。
• Timeout - 数値 (整数)。1 以上。
機械学習変換のタイムアウト (分単位)。
• MaxRetries – 数値 (整数)。
機械学習変換の MLTaskRun が失敗した後の最大再試行回数。
• TransformEncryption – TransformEncryption (p. 1005) オブジェクト。
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ユーザーデータへのアクセスに適用される変換の、保管時の暗号化設定。機械学習の変換では、KMS を
使用して Amazon S3 で暗号化されたユーザーデータにアクセスできます。

FindMatchesParameters 構造
「一致検索」変換を設定するためのパラメータ。

フィールド
• PrimaryKeyColumnName – UTF-8 文字列。1～1024 バイト長。Single-line string pattern (p. 1036) に
一致。
ソーステーブルの行を一意に識別する列の名前。一致するレコードを識別するために使用します。
• PrecisionRecallTradeoff – 数値 (double)。1.0 以下。
変換を調整して適合率と再現率のバランスを取るときに選択する値。値 0.5 は指定なし、値 1.0 は純粋
な適合率寄りとなり、値 0.0 は再現率寄りであることを意味します。これはトレードオフの関係にある
ため、1.0 に近い値を選択すると、再現率が非常に低くなります。0.0 に近い値を選択すると、適合率が
非常に低くなります。
適合率メトリクスは、モデルが一致を推定して、その推定が正確である度合いを示します。
再現率メトリクスは、実際の一致件数に対して、モデルが一致を推定した件数を示します。
• AccuracyCostTradeoff – 数値 (double)。1.0 以下。
変換を調整して精度とコストのバランスを取るときに選択する値。値 0.5 は、システムが精度とコスト
懸念のバランスを取っていることを意味します。値 1.0 は完全な精度を意味し、通常、コストが高くな
ります。著しく高くなる場合もあります。値 0.0 は、完全なコスト優先を意味し、FindMatches 変換
の精度が低くなります。精度が許容できないレベルになる場合もあります。
精度は、変換が真陽性と真陰性を正確に検索する度合いを測定します。精度を高めるには、マシンリ
ソースとコストを増やす必要があります。ただし、再現率も高くなります。
コストは、変換を実行するために消費されるコンピューティングリソースの数およびそれに伴う金額を
測定します。
• EnforceProvidedLabels – ブール。
ユーザーから指定されたラベルに出力を一致させるためにオン/オフを切り替える値。値が True の場
合、find matches 変換は指定されたラベルに出力を一致させます。この結果は通常の合成結果より優
先されます。値が False の場合、 find matches 変換は、すべての指定されたラベルを優先するとは
限らず、結果はトレーニングされたモデルに依存します。
この値を true に設定すると、合成の実行時間が長くなる場合があります。

FindMatchesMetrics 構造
「一致の検索」アルゴリズムの評価メトリクス。機械学習変換の品質を測定するには、変換によっていく
つかの一致を推定し、その結果を同じデータセットの既知の一致と比較します。品質メトリクスは、デー
タのサブセットに基づくものであるため、厳密ではありません。

フィールド
• AreaUnderPRCurve – 数値 (double)。1.0 以下。
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適合率/再現率曲線の下の部分の面積 (AUPRC) は、変換の品質全体を測定するための単一の数値です。
適合率と再現率のために行われた選択とは関係ありません。値が高いほど、適合率と再現率のトレード
オフが適切であることを示します。
詳細については、Wikipedia の「 適合率と再現率」を参照してください。
• Precision – 数値 (double)。1.0 以下。
適合率メトリクスは、変換が一致を推定したときに、その推定が正しい度合いを示します。具体的に
は、真陽性の総数に対して、変換が実際に検索した真陽性の割合を測定します。
詳細については、Wikipedia の「 適合率と再現率」を参照してください。
• Recall – 数値 (double)。1.0 以下。
再現率メトリクスは、実際の一致件数に対して、変換が推定した一致件数の割合です。具体的には、
ソースデータのレコード総数に対して、変換が検索した真陽性の件数の割合です。
詳細については、Wikipedia の「 適合率と再現率」を参照してください。
• F1 – 数値 (double)。1.0 以下。
最大の F1 メトリクスは、変換の精度 (1～0) を示します。値 1 は最適な精度です。
詳細については、Wikipedia の「F1 スコア」を参照してください。
• ConfusionMatrix – ConfusionMatrix (p. 1000) オブジェクト。
混同行列は、変換が何を正確に推定しているか、どのような種類のエラーを犯しているかを示します。
詳細については、Wikipedia の「混同行列」を参照してください。
• ColumnImportances – ColumnImportance (p. 1006) オブジェクトの配列。構造体 100 個以下。
重要度の降順でソートされている列重要度メトリクスを含む ColumnImportance 構造のリスト。

ConfusionMatrix 構造
混同行列は、変換が何を正確に推定しているか、どのような種類のエラーを犯しているかを示します。
詳細については、Wikipedia の「混同行列」を参照してください。

フィールド
• NumTruePositives – 数値 (long 型)。
変換の混同行列において、変換が正確に検索したデータ内の一致の数。
• NumFalsePositives – 数値 (long 型)。
変換の混同行列において、変換が間違って一致として分類したデータ内の不一致の数。
• NumTrueNegatives – 数値 (long 型)。
変換の混同行列において、変換が正しく拒否したデータ内の不一致の数。
• NumFalseNegatives – 数値 (long 型)。
変換の混同行列において、変換が検索しなかったデータ内の一致の数。
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GlueTable 構造
入力データまたは出力データとして使用される AWS Glue Data Catalog 内のデータベースとテーブル。

フィールド
• DatabaseName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
AWS Glue Data Catalog のデータベース名。
• TableName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
AWS Glue Data Catalog のテーブル名。
• CatalogId – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
AWS Glue Data Catalog 用の一意の識別子。
• ConnectionName – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
AWS Glue Data Catalog への接続の名前。

TaskRun 構造
機械学習変換に関連付けられているサンプリングパラメータ。

フィールド
• TransformId – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
変換に対する一意の識別子。
• TaskRunId – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
このタスク実行に対する一意の識別子。
• Status – UTF-8 文字列 (有効な値: STARTING | RUNNING | STOPPING | STOPPED | SUCCEEDED |
FAILED | TIMEOUT)。
リクエストされたタスク実行の現在のステータス。
• LogGroupName – UTF-8 文字列。
このタスク実行に関連付けられている、安全なログ記録用のロググループの名前。
• Properties – TaskRunProperties (p. 1003) オブジェクト。
このタスク実行に関連付けられている設定プロパティを指定します。
• ErrorString – UTF-8 文字列。
このタスク実行に関連付けられているエラー文字列のリスト。
• StartedOn – タイムスタンプ。
このタスク実行の開始日時。
• LastModifiedOn – タイムスタンプ。
リクエストされたタスク実行の最終更新日時。
• CompletedOn – タイムスタンプ。
リクエストされたタスク実行の最終完了日時。
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• ExecutionTime – 数値 (整数)。
タスク実行でリソースを消費した時間 (秒)。

TransformFilterCriteria 構造
機械学習変換のフィルタリング基準。

フィールド
• Name – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
機械学習変換のフィルタリングに使用する一意の変換名。
• TransformType – UTF-8 文字列 (有効な値: FIND_MATCHES)。
機械学習変換のフィルタリングに使用する機械学習変換のタイプ。
• Status – UTF-8 文字列 (有効な値: NOT_READY | READY | DELETING)。
変換の直近の既知のステータスを使用して機械学習変換のリストをフィルタリングします (変換が使用
可能かどうかを示します)。有効な値は「NOT_READY」、「READY」、または「DELETING」です。
• GlueVersion – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Custom string pattern #15 (p. 1036) に一致。
この値により、この機械学習変換と互換性がある AWS Glue のバージョンが決定します。ほとんどの
お客様に、Glue 1.0 が推奨されます。値が設定されていない場合、Glue の互換性はデフォルトで Glue
0.9 に設定されます。詳細については、デベロッパーガイドの「AWS Glue Versions」を参照してくださ
い。
• CreatedBefore – タイムスタンプ。
この日時より前に作成された変換をフィルタリングします。
• CreatedAfter – タイムスタンプ。
この日時より後に作成された変換をフィルタリングします。
• LastModifiedBefore – タイムスタンプ。
この日付より前に最終変更された変換をフィルタリングします。
• LastModifiedAfter – タイムスタンプ。
この日付より後に最終更新された変換をフィルタリングします。
• Schema – SchemaColumn (p. 1005) オブジェクトの配列。構造体 100 個以下。
特定のスキーマを持つデータセットをフィルタリングします。Map<Column, Type> オブジェクトは、
この変換で使用できるスキーマを表すキーと値のペアの配列です。Column は列名、Type はデータ型
(整数や文字列など) です。100 列が上限です。

TransformSortCriteria 構造
機械学習変換に関連付けられている並べ替え基準。

フィールド
• Column – 必須: UTF-8 文字列 (有効な値: NAME | TRANSFORM_TYPE | STATUS | CREATED |
LAST_MODIFIED)。
機械学習変換に関連付けられている並べ替え基準で使用する列。
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• SortDirection – 必須: UTF-8 文字列 (有効な値: DESCENDING | ASCENDING)。
機械学習変換に関連付けられている並べ替え基準で使用する並べ替え方向。

TaskRunFilterCriteria 構造
機械学習変換のタスク実行のフィルタリング基準。

フィールド
• TaskRunType – UTF-8 文字列 (有効な値: EVALUATION | LABELING_SET_GENERATION |
IMPORT_LABELS | EXPORT_LABELS | FIND_MATCHES)。
タスク実行のタイプ。
• Status – UTF-8 文字列 (有効な値: STARTING | RUNNING | STOPPING | STOPPED | SUCCEEDED |
FAILED | TIMEOUT)。
タスク実行の現在のステータス。
• StartedBefore – タイムスタンプ。
この日付より前に開始されたタスク実行をフィルタリングします。
• StartedAfter – タイムスタンプ。
この日付より後に開始されたタスク実行をフィルタリングします。

TaskRunSortCriteria 構造
機械学習変換のタスク実行リストを並べ替えるために使用する並べ替え基準。

フィールド
• Column – 必須: UTF-8 文字列 (有効な値: TASK_RUN_TYPE | STATUS | STARTED)。
機械学習変換のタスク実行リストを並べ替えるために使用する列。
• SortDirection – 必須: UTF-8 文字列 (有効な値: DESCENDING | ASCENDING)。
機械学習変換のタスク実行リストを並べ替えるために使用する並べ替え方向。

TaskRunProperties 構造
タスク実行の設定プロパティ。

フィールド
• TaskType – UTF-8 文字列 (有効な値: EVALUATION | LABELING_SET_GENERATION | IMPORT_LABELS
| EXPORT_LABELS | FIND_MATCHES)。
タスク実行のタイプ。
• ImportLabelsTaskRunProperties – ImportLabelsTaskRunProperties (p. 1004) オブジェクト。
「ラベルのインポート」タスク実行の設定プロパティ。
• ExportLabelsTaskRunProperties – ExportLabelsTaskRunProperties (p. 1004) オブジェクト。
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「ラベルのエクスポート」タスク実行の設定プロパティ。
• LabelingSetGenerationTaskRunProperties –
LabelingSetGenerationTaskRunProperties (p. 1004) オブジェクト。
「ラベリングセットの生成」タスク実行の設定プロパティ。
• FindMatchesTaskRunProperties – FindMatchesTaskRunProperties (p. 1004) オブジェクト。
「一致検索」タスク実行の設定プロパティ。

FindMatchesTaskRunProperties 構造
「一致検索」タスク実行の設定プロパティを指定します。

フィールド
• JobId – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
「一致検索」タスク実行のジョブ ID。
• JobName – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
「一致検索」タスク実行のジョブに割り当てられた名前。
• JobRunId – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
「一致検索」タスク実行のジョブ実行 ID。

ImportLabelsTaskRunProperties 構造
「ラベルのインポート」タスク実行の設定プロパティを指定します。

フィールド
• InputS3Path – UTF-8 文字列。
ラベルをインポートする元の Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) のパス。
• Replace – ブール。
既存のラベルを上書きするかどうかを示します。

ExportLabelsTaskRunProperties 構造
「ラベルのエクスポート」タスク実行の設定プロパティを指定します。

フィールド
• OutputS3Path – UTF-8 文字列。
ラベルをエクスポートする先の Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) のパス。

LabelingSetGenerationTaskRunProperties 構造
「ラベリングセットの生成」タスク実行の設定プロパティを指定します。
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フィールド
• OutputS3Path – UTF-8 文字列。
ラベリングセットを生成する Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) のパス。

SchemaColumn 構造
この変換の実行対象となる列とデータ型を表すキーバリューペア。MLTransform の Schema パラメータ
には、これらの構造を最大 100 個まで含めることができます。

フィールド
• Name – UTF-8 文字列。1～1024 バイト長。Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
列の名前。
• DataType - UTF-8 文字列。131,072 バイト長以下。Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
列のデータ型。

TransformEncryption 構造
ユーザーデータへのアクセスに適用される変換の、保管時の暗号化設定。機械学習の変換では、KMS を使
用して Amazon S3 で暗号化されたユーザーデータにアクセスできます。
さらに、インポートされたラベルとトレーニングされた変換は、顧客が提供した KMS キーを使用して暗
号化できるようになりました。

フィールド
• MlUserDataEncryption – MLUserDataEncryption (p. 1005) オブジェクト。
暗号化モードとお客様が用意した KMS キー ID MLUserDataEncryption を含むオブジェクト。
• TaskRunSecurityConfigurationName – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string
pattern (p. 1036) に一致。
セキュリティ構成の名前。

MLUserDataEncryption 構造
ユーザーデータへのアクセスに適用される変換の、保管時の暗号化設定。

フィールド
• MlUserDataEncryptionMode – 必須: UTF-8 文字列 (有効な値: DISABLED | SSE-KMS="SSEKMS")。
ユーザーデータに適用される暗号化モード。有効な 値は次のとおりです。
• DISABLED: 暗号化は無効です
• SSEKMS: Simple Storage Service (Amazon S3) に保存されたユーザーデータに、AWS Key
Management Service (SSE-KMS) によるサーバー側暗号化を使用します。
• KmsKeyId – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
ユーザーが用意した KMS キーの ID。
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ColumnImportance 構造
列の列名と列重要度スコアを含む構造。
列の重要度は、レコード内のどの列が他の列よりも重要かを識別することで、モデルへの列貢献度を理解
するのに役立ちます。

フィールド
• ColumnName – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
列の名前。
• Importance – 数値 (double)。1.0 以下。
列の列重要度スコア (10 進数)。

操作
• CreateMLTransform アクション (Python: create_ml_transform) (p. 1006)
• UpdateMLTransform アクション (Python: update_ml_transform) (p. 1009)
• DeleteMLTransform アクション (Python: delete_ml_transform) (p. 1010)
• GetMLTransform アクション (Python: get_ml_transform) (p. 1011)
• GetMLTransforms アクション (Python: get_ml_transforms) (p. 1013)
• ListMLTransforms アクション(Python: list_ml_transforms) (p. 1013)
• StartMLEvaluationTaskRun アクション (Python: start_ml_evaluation_task_run) (p. 1014)
• StartMLLabelingSetGenerationTaskRun アクション (Python:
start_ml_labeling_set_generation_task_run) (p. 1015)
• GetMLTaskRun アクション (Python: get_ml_task_run) (p. 1016)
• GetMLTaskRuns アクション (Python: get_ml_task_runs) (p. 1017)
• CancelMLTaskRun アクション (Python: cancel_ml_task_run) (p. 1018)
• StartExportLabelsTaskRun アクション (Python: start_export_labels_task_run) (p. 1018)
• StartImportLabelsTaskRun アクション (Python: start_import_labels_task_run) (p. 1019)

CreateMLTransform アクション (Python:
create_ml_transform)
AWS Glue 機械学習変換を作成します。このオペレーションでは、変換を作成します。また、この変換を
トレーニングするために必要なすべてのパラメータも作成します。
機械学習変換 (FindMatches 変換など) を使用してデータの重複を除去するプロセスの最初のステップ
として、このオペレーションを呼び出します。アルゴリズムのために使用するパラメータに加えて、オプ
ションの Description を指定できます。
データから学習して高品質の機械学習変換を作成する一環として、ユーザーに代わって AWS Glue が実
行するタスクに対して特定のパラメータを指定することもできます。これらのパラメータには Role と、
必要に応じて AllocatedCapacity、Timeout、MaxRetries が含まれます。詳細については、「ジョ
ブ」を参照してください。

リクエスト
• Name – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
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変換の作成時に変換に付ける一意の名前。
• Description – 説明文字列、2048 バイト長以下、URI address multi-line string pattern (p. 1036) に一
致。
定義する機械学習変換の説明。デフォルトは空の文字列です。
• InputRecordTables – 必須: GlueTable (p. 1001) オブジェクトの配列。構造 10 個以下。
変換で使用される AWS Glue テーブル定義のリスト。
• Parameters – 必須: TransformParameters (p. 996) オブジェクト。
使用する変換タイプに固有のアルゴリズムパラメータ。条件付きで変換タイプに依存します。
• Role – 必須: UTF-8 文字列。
必要なアクセス許可を持つ IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN) の名前。必要なアクセス許
可には、AWS Glue リソースに対する AWS Glue サービスロールのアクセス許可と、変換に必要な
Amazon S3 アクセス許可の両方が含まれます。
• このロールには、AWS Glue のリソースへのアクセスを許可する AWS Glue サービスロールのアクセ
ス許可が必要です。「Attach a Policy to IAM Users That Access AWS Glue」を参照してください。
• このロールは、この変換のタスク実行で使用される Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) の
ソース、ターゲット、一時ディレクトリ、スクリプト、およびライブラリへのアクセス許可を必要と
します。
• GlueVersion – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Custom string pattern #15 (p. 1036) に一致。
この値により、この機械学習変換と互換性がある AWS Glue のバージョンが決定します。ほとんどの
お客様に、Glue 1.0 が推奨されます。値が設定されていない場合、Glue の互換性はデフォルトで Glue
0.9 に設定されます。詳細については、デベロッパーガイドの「AWS Glue Versions」を参照してくださ
い。
• MaxCapacity – 数値 (double)。
この変換のタスク実行に割り当てられる AWS Glue データ処理ユニット (DPU) の数。DPU は、2～100
の範囲で割り当てることができます。デフォルトは 10 です。DPU は処理能力を相対的に測定するもの
で、4 個の vCPU のコンピューティング性能と 16 GB のメモリで構成されています。詳細については、
「AWS Glue 料金表ページ」を参照してください。
MaxCapacity は、 NumberOfWorkers と WorkerType との相互排他的なオプションです 。
• NumberOfWorkers または WorkerType のいずれかが設定されている場合、 MaxCapacity は設定
できません。
• MaxCapacity が設定されている場合、NumberOfWorkers または WorkerType は設定できませ
ん。
• WorkerType が設定されている場合、NumberOfWorkers は必須です（逆も同様です）。
• MaxCapacity と NumberOfWorkers は両方とも少なくとも 1 である必要があります。
WorkerType フィールドを Standard 以外の値に設定すると、MaxCapacity フィールドが自動的に設
定され、読み取り専用になります。
WorkerType フィールドを Standard 以外の値に設定すると、MaxCapacity フィールドが自動的に設
定され、読み取り専用になります。
• WorkerType – UTF-8 文字列 (有効な値: Standard="" | G.1X="" | G.2X="" | G.025X="")。
このタスクの実行時に割り当てられる事前定義済みワーカーのタイプ。使用できる値
は、Standard、G.1X、または G.2X です。
• Standard ワーカータイプでは、各ワーカーは 4 vCPU、16 GB のメモリ、50 GB のディスク、ワー
カーあたり 2 個のエグゼキュターを提供します。
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• G.1X ワーカータイプでは、各ワーカーは 4 vCPU、16 GB のメモリ、64 GB のディスク、ワーカー
あたり 1 個のエグゼキュターを提供します。
• G.2X ワーカータイプでは、各ワーカーは 8 vCPU、32 GB のメモリ、128 GB のディスク、ワーカー
あたり 1 個のエグゼキュターを提供します。
MaxCapacity は、 NumberOfWorkers と WorkerType との相互排他的なオプションです 。
• NumberOfWorkers または WorkerType のいずれかが設定されている場合、 MaxCapacity は設定
できません。
• MaxCapacity が設定されている場合、NumberOfWorkers または WorkerType は設定できませ
ん。
• WorkerType が設定されている場合、NumberOfWorkers は必須です（逆も同様です）。
• MaxCapacity と NumberOfWorkers は両方とも少なくとも 1 である必要があります。
• NumberOfWorkers – 数値 (整数)。
このタスクの実行時に割り当てられる定義済み workerType のワーカー数。
WorkerType が設定されている場合、NumberOfWorkers は必須です（逆も同様です）。
• Timeout - 数値 (整数)。1 以上。
この変換のタスク実行のタイムアウト (分単位)。これは、この変換のタスク実行が終了して TIMEOUT
ステータスに入るまでに、タスク実行がリソースを消費できる最大時間です。デフォルト値は 2,880 分
(48 時間) です。
• MaxRetries – 数値 (整数)。
タスク実行の失敗後に、この変換のタスクを再試行する最大回数。
• Tags – キーと値のペアのマップ配列。50 ペア以下。
各キーは UTF-8 文字列で、1～128 バイト長です。
各値は UTF-8 文字列で、256 バイト長以下です。
この機械学習変換で使用するタグ。タグを使用して、機械学習変換へのアクセスを制限できます。AWS
Glue のタグの詳細については、デベロッパーガイドの「AWS Tags in AWS Glue」を参照してくださ
い。
• TransformEncryption – TransformEncryption (p. 1005) オブジェクト。
ユーザーデータへのアクセスに適用される変換の、保管時の暗号化設定。機械学習の変換では、KMS を
使用して Amazon S3 で暗号化されたユーザーデータにアクセスできます。

応答
• TransformId – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
変換用に生成された一意の識別子。

エラー
• AlreadyExistsException
• InvalidInputException
• OperationTimeoutException
• InternalServiceException
• AccessDeniedException
• ResourceNumberLimitExceededException
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• IdempotentParameterMismatchException

UpdateMLTransform アクション (Python:
update_ml_transform)
既存の機械学習変換を更新します。アルゴリズムパラメータを調整して、より良い結果を達成するには、
このオペレーションを呼び出します。
このオペレーションを呼び出した後で、 StartMLEvaluationTaskRun オペレーションを呼び出して新
しいパラメータが目標を達成した度合い (機械学習変換の品質やコスト効率の向上など) を評価できます。

リクエスト
• TransformId – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
変換の作成時に生成された一意の識別子。
• Name – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
変換の作成時に付けた一意の変換名。
• Description – 説明文字列、2048 バイト長以下、URI address multi-line string pattern (p. 1036) に一
致。
変換の説明。デフォルトは空の文字列です。
• Parameters – TransformParameters (p. 996) オブジェクト。
使用する変換タイプ (アルゴリズム) に固有の設定パラメータ。条件付きで変換タイプに依存します。
• Role – UTF-8 文字列。
必要なアクセス許可を持つ IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN) の名前。
• GlueVersion – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Custom string pattern #15 (p. 1036) に一致。
この値により、この機械学習変換と互換性がある AWS Glue のバージョンが決定します。ほとんどの
お客様に、Glue 1.0 が推奨されます。値が設定されていない場合、Glue の互換性はデフォルトで Glue
0.9 に設定されます。詳細については、デベロッパーガイドの「AWS Glue Versions」を参照してくださ
い。
• MaxCapacity – 数値 (double)。
この変換のタスク実行に割り当てられる AWS Glue データ処理ユニット (DPU) の数。DPU は、2～100
の範囲で割り当てることができます。デフォルトは 10 です。DPU は処理能力を相対的に測定するもの
で、4 個の vCPU のコンピューティング性能と 16 GB のメモリで構成されています。詳細については、
「AWS Glue 料金表ページ」を参照してください。
WorkerType フィールドを Standard 以外の値に設定すると、MaxCapacity フィールドが自動的に設
定され、読み取り専用になります。
• WorkerType – UTF-8 文字列 (有効な値: Standard="" | G.1X="" | G.2X="" | G.025X="")。
このタスクの実行時に割り当てられる事前定義済みワーカーのタイプ。使用できる値
は、Standard、G.1X、または G.2X です。
• Standard ワーカータイプでは、各ワーカーは 4 vCPU、16 GB のメモリ、50 GB のディスク、ワー
カーあたり 2 個のエグゼキュターを提供します。
• G.1X ワーカータイプでは、各ワーカーは 4 vCPU、16 GB のメモリ、64 GB のディスク、ワーカー
あたり 1 個のエグゼキュターを提供します。
• G.2X ワーカータイプでは、各ワーカーは 8 vCPU、32 GB のメモリ、128 GB のディスク、ワーカー
あたり 1 個のエグゼキュターを提供します。
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• NumberOfWorkers – 数値 (整数)。
このタスクの実行時に割り当てられる定義済み workerType のワーカー数。
• Timeout - 数値 (整数)。1 以上。
この変換のタスク実行のタイムアウト (分単位)。これは、この変換のタスク実行が終了して TIMEOUT
ステータスに入るまでに、タスク実行がリソースを消費できる最大時間です。デフォルト値は 2,880 分
(48 時間) です。
• MaxRetries – 数値 (整数)。
タスク実行の失敗後に、この変換のタスクを再試行する最大回数。

応答
• TransformId – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
更新された変換の一意の識別子。

エラー
• EntityNotFoundException
• InvalidInputException
• OperationTimeoutException
• InternalServiceException
• AccessDeniedException

DeleteMLTransform アクション (Python:
delete_ml_transform)
AWS Glue 機械学習変換を削除します。機械学習変換は、人が提供した例を反映して、実行すべき変換の
詳細を機械学習を通じて学習する特殊なタイプの変換です。これらの変換は AWS Glue が保存します。変
換が不要になった場合は、DeleteMLTransforms を呼び出して削除できます。ただし、AWS Glue ジョ
ブで削除後の変換を参照しようとすると、正常に実行されません。

リクエスト
• TransformId – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
削除する変換の一意の識別子。

応答
• TransformId – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
削除した変換の一意の識別子。

エラー
• EntityNotFoundException
• InvalidInputException
• OperationTimeoutException
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• InternalServiceException

GetMLTransform アクション (Python:
get_ml_transform)
AWS Glue 機械学習変換のアーティファクトおよびそのすべての対応するメタデータを取得します。機械
学習変換は、人が提供した例を反映して、実行すべき変換の詳細を機械学習を通じて学習する特殊なタ
イプの変換です。これらの変換は AWS Glue が保存します。GetMLTransform を呼び出して変換のメタ
データを取得できます。

リクエスト
• TransformId – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
変換の一意の識別子。変換の作成時に生成されます。

応答
• TransformId – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
変換の一意の識別子。変換の作成時に生成されます。
• Name – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
変換の作成時に付けた一意の変換名。
• Description – 説明文字列、2048 バイト長以下、URI address multi-line string pattern (p. 1036) に一
致。
変換の説明。
• Status – UTF-8 文字列 (有効な値: NOT_READY | READY | DELETING)。
変換の直近の既知のステータス (変換が使用可能かどうかを示します)。有効な値は「NOT_READY」、
「READY」、または「DELETING」です。
• CreatedOn – タイムスタンプ。
変換の作成日時。
• LastModifiedOn – タイムスタンプ。
変換の最終変更日時。
• InputRecordTables – GlueTable (p. 1001) オブジェクトの配列。構造体 10 個以下。
変換で使用される AWS Glue テーブル定義のリスト。
• Parameters – TransformParameters (p. 996) オブジェクト。
使用するアルゴリズムに固有の設定パラメータ。
• EvaluationMetrics – EvaluationMetrics (p. 996) オブジェクト。
最新の評価メトリクス。
• LabelCount – 数値 (整数)。
この変換に使用できるラベルの数。
• Schema – SchemaColumn (p. 1005) オブジェクトの配列。構造体 100 個以下。
この変換で使用できるスキーマを表す Map<Column, Type> オブジェクト。100 列が上限です。
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• Role – UTF-8 文字列。
必要なアクセス許可を持つ IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN) の名前。
• GlueVersion – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Custom string pattern #15 (p. 1036) に一致。
この値により、この機械学習変換と互換性がある AWS Glue のバージョンが決定します。ほとんどの
お客様に、Glue 1.0 が推奨されます。値が設定されていない場合、Glue の互換性はデフォルトで Glue
0.9 に設定されます。詳細については、デベロッパーガイドの「AWS Glue Versions」を参照してくださ
い。
• MaxCapacity – 数値 (double)。
この変換のタスク実行に割り当てられる AWS Glue データ処理ユニット (DPU) の数。DPU は、2～100
の範囲で割り当てることができます。デフォルトは 10 です。DPU は処理能力を相対的に測定するもの
で、4 個の vCPU のコンピューティング性能と 16 GB のメモリで構成されています。詳細については、
「AWS Glue 料金表ページ」を参照してください。
WorkerType フィールドを Standard 以外の値に設定すると、MaxCapacity フィールドが自動的に設
定され、読み取り専用になります。
• WorkerType – UTF-8 文字列 (有効な値: Standard="" | G.1X="" | G.2X="" | G.025X="")。
このタスクの実行時に割り当てられる事前定義済みワーカーのタイプ。使用できる値
は、Standard、G.1X、または G.2X です。
• Standard ワーカータイプでは、各ワーカーは 4 vCPU、16 GB のメモリ、50 GB のディスク、ワー
カーあたり 2 個のエグゼキュターを提供します。
• G.1X ワーカータイプでは、各ワーカーは 4 vCPU、16 GB のメモリ、64 GB のディスク、ワーカー
あたり 1 個のエグゼキュターを提供します。
• G.2X ワーカータイプでは、各ワーカーは 8 vCPU、32 GB のメモリ、128 GB のディスク、ワーカー
あたり 1 個のエグゼキュターを提供します。
• NumberOfWorkers – 数値 (整数)。
このタスクの実行時に割り当てられる定義済み workerType のワーカー数。
• Timeout - 数値 (整数)。1 以上。
この変換のタスク実行のタイムアウト (分単位)。これは、この変換のタスク実行が終了して TIMEOUT
ステータスに入るまでに、タスク実行がリソースを消費できる最大時間です。デフォルト値は 2,880 分
(48 時間) です。
• MaxRetries – 数値 (整数)。
タスク実行の失敗後に、この変換のタスクを再試行する最大回数。
• TransformEncryption – TransformEncryption (p. 1005) オブジェクト。
ユーザーデータへのアクセスに適用される変換の、保管時の暗号化設定。機械学習の変換では、KMS を
使用して Amazon S3 で暗号化されたユーザーデータにアクセスできます。

エラー
• EntityNotFoundException
• InvalidInputException
• OperationTimeoutException
• InternalServiceException
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GetMLTransforms アクション (Python:
get_ml_transforms)
既存の AWS Glue 機械学習変換のソートおよびフィルタリング可能なリストを取得します。機械学習変換
は、人が提供した例を反映して、実行すべき変換の詳細を機械学習を通じて学習する特殊なタイプの変換
です。これらの変換は AWS Glue が保存します。変換のメタデータを取得するには GetMLTransforms
を呼び出します。

リクエスト
• NextToken – UTF-8 文字列。
結果をオフセットするページ分割されたトークン。
• MaxResults – 1～1000 の数値 (整数)。
返される結果の最大数。
• Filter – TransformFilterCriteria (p. 1002) オブジェクト。
フィルター変換基準。
• Sort – TransformSortCriteria (p. 1002) オブジェクト。
並べ替え基準。

応答
• Transforms – 必須: MLTransform (p. 996) オブジェクトの配列。
機械学習変換のリスト。
• NextToken – UTF-8 文字列。
ページ分割トークン (さらに結果がある場合)。

エラー
• EntityNotFoundException
• InvalidInputException
• OperationTimeoutException
• InternalServiceException

ListMLTransforms アクション(Python:
list_ml_transforms)
この AWS アカウントの既存の AWS Glue 機械学習変換、または指定したタグの付いたリソースの、ソー
トおよびフィルタリング可能なリストを取得します。このオペレーションはオプションの Tags フィール
ドを受け取ります。このフィールドをレスポンスのフィルタとして使用すると、タグ付きリソースをグ
ループとして取得できます。タグフィルタリングの使用を選択した場合は、タグが付いたリソースのみが
取得されます。

リクエスト
• NextToken – UTF-8 文字列。
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継続トークン (これが継続リクエストの場合)。
• MaxResults – 1～1000 の数値 (整数)。
返されるリストの最大サイズ。
• Filter – TransformFilterCriteria (p. 1002) オブジェクト。
機械学習変換のフィルタ処理に使用される TransformFilterCriteria。
• Sort – TransformSortCriteria (p. 1002) オブジェクト。
機械学習変換のソートに使用される TransformSortCriteria。
• Tags – キーと値のペアのマップ配列。50 ペア以下。
各キーは UTF-8 文字列で、1～128 バイト長です。
各値は UTF-8 文字列で、256 バイト長以下です。
これらのタグ付きリソースのみを返すように指定します。

応答
• TransformIds – 必須: UTF-8 文字列の配列。
アカウントのすべての機械学習変換、または指定したタグの付いた機械学習変換の識別子。
• NextToken – UTF-8 文字列。
継続トークン (戻されたリストに最後に使用可能なメトリクスが含まれていない場合)。

エラー
• EntityNotFoundException
• InvalidInputException
• OperationTimeoutException
• InternalServiceException

StartMLEvaluationTaskRun アクション (Python:
start_ml_evaluation_task_run)
変換の品質を推定するためのタスクを開始します。
真の例としてラベルセットを指定すると、AWS Glue 機械学習は、これらの例のいくつかから学習しま
す。残りのラベルは、品質を推定するためのテストとして使用されます。
実行用の一意の識別子を返します。GetMLTaskRun を呼び出して、EvaluationTaskRun の状態に関す
る詳細を取得できます。

リクエスト
• TransformId – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
機械学習変換の一意の識別子。
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応答
• TaskRunId – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
この実行に関連付けられた一意の識別子。

エラー
• EntityNotFoundException
• InvalidInputException
• OperationTimeoutException
• InternalServiceException
• ConcurrentRunsExceededException
• MLTransformNotReadyException

StartMLLabelingSetGenerationTaskRun アクション
(Python: start_ml_labeling_set_generation_task_run)
機械学習変換のアクティブな学習ワークフローを開始し、ラベルセットを生成してラベルを追加すること
で、変換の品質を向上させます。
StartMLLabelingSetGenerationTaskRun が完了すると、AWS Glue によって「ラベリングセット」
または人が回答する一連の質問が生成されます。
FindMatches 変換の場合、これらの質問は「これらの行を、一致するレコ―ドのみで構成されるグループ
に分ける適切な方法は何ですか?」という形式になります。
ラベリングプロセスが完了すると、StartImportLabelsTaskRun を呼び出してラベルをアップロード
できます。StartImportLabelsTaskRun が完了すると、今後のすべての機械学習変換の実行で新規お
よび改善されたラベルが使用され、高品質の変換が実行されます。

リクエスト
• TransformId – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
機械学習変換の一意の識別子。
• OutputS3Path – 必須: UTF-8 文字列。
ラベリングセットを生成する Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) のパス。

応答
• TaskRunId – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
このタスクに関連付けられている一意の実行識別子。

エラー
• EntityNotFoundException
• InvalidInputException
• OperationTimeoutException
• InternalServiceException
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• ConcurrentRunsExceededException

GetMLTaskRun アクション (Python: get_ml_task_run)
機械学習変換に対する特定のタスク実行の詳細を取得します。機械学習のタスク実行は、さまざまな機
械学習ワークフローの一環として AWS Glue がユーザーに代わって実行する非同期タスクです。任意
のタスク実行の統計情報を確認するには、TaskRunID およびその親変換の TransformID を使用して
GetMLTaskRun を呼び出します。

リクエスト
• TransformId – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
機械学習変換の一意の識別子。
• TaskRunId – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
タスク実行の一意の識別子。

応答
• TransformId – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
タスク実行の一意の識別子。
• TaskRunId – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
この実行に関連付けられた一意の実行識別子。
• Status – UTF-8 文字列 (有効な値: STARTING | RUNNING | STOPPING | STOPPED | SUCCEEDED |
FAILED | TIMEOUT)。
このタスク実行のステータス。
• LogGroupName – UTF-8 文字列。
タスク実行に関連付けられているロググループの名前。
• Properties – TaskRunProperties (p. 1003) オブジェクト。
タスク実行に関連付けられているプロパティのリスト。
• ErrorString – UTF-8 文字列。
タスク実行に関連付けられているエラー文字列。
• StartedOn – タイムスタンプ。
このタスク実行の開始日時。
• LastModifiedOn – タイムスタンプ。
このタスク実行の最終変更日時。
• CompletedOn – タイムスタンプ。
このタスク実行の完了日時。
• ExecutionTime – 数値 (整数)。
タスク実行でリソースを消費した時間 (秒)。
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エラー
• EntityNotFoundException
• InvalidInputException
• OperationTimeoutException
• InternalServiceException

GetMLTaskRuns アクション (Python:
get_ml_task_runs)
機械学習変換の実行のリストを取得します。機械学習のタスク実行は、さまざまな機械学習ワークフロー
の一環として AWS Glue がユーザーに代わって実行する非同期タスクです。機械学習のタスク実行の並べ
替え可能およびフィルタリング可能なリストは、GetMLTaskRuns を呼び出して取得できます。この呼び
出しで、親変換の TransformID とこのセクションに記載しているその他のオプションのパラメータを使
用します。
このオペレーションは、実行履歴のリストを返します。また、ページ分割する必要があります。

リクエスト
• TransformId – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
機械学習変換の一意の識別子。
• NextToken – UTF-8 文字列。
結果をページ分割するためのトークン。デフォルトは空です。
• MaxResults – 1～1000 の数値 (整数)。
返される結果の最大数。
• Filter – TaskRunFilterCriteria (p. 1003) オブジェクト。
タスク実行のフィルタリング基準 (TaskRunFilterCriteria 構造)。
• Sort – TaskRunSortCriteria (p. 1003) オブジェクト。
タスク実行の並べ替え基準件 (TaskRunSortCriteria 構造)。

応答
• TaskRuns – TaskRun (p. 1001) オブジェクトの配列。
変換に関連付けられているタスク実行のリスト。
• NextToken – UTF-8 文字列。
ページ分割トークン (さらに結果がある場合)。

エラー
• EntityNotFoundException
• InvalidInputException
• OperationTimeoutException
• InternalServiceException
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CancelMLTaskRun アクション (Python:
cancel_ml_task_run)
タスク実行をキャンセル (停止) します。機械学習のタスク実行は、さまざまな機械学習ワークフロー
の一環として AWS Glue がユーザーに代わって実行する非同期タスクです。機械学習のタスク実行
は、CancelMLTaskRun を呼び出していつでもキャンセルできます。この呼び出しで、タスク実行の親変
換の TransformID とタスク実行の TaskRunId を使用します。

リクエスト
• TransformId – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
機械学習変換の一意の識別子。
• TaskRunId – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
タスク実行に対する一意の識別子。

応答
• TransformId – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
機械学習変換の一意の識別子。
• TaskRunId – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
タスク実行の一意の識別子。
• Status – UTF-8 文字列 (有効な値: STARTING | RUNNING | STOPPING | STOPPED | SUCCEEDED |
FAILED | TIMEOUT)。
この実行のステータス。

エラー
• EntityNotFoundException
• InvalidInputException
• OperationTimeoutException
• InternalServiceException

StartExportLabelsTaskRun アクション (Python:
start_export_labels_task_run)
特定の変換に関するすべてのラベル付きデータをエクスポートするための非同期タスクを開始します。こ
のタスクは、通常のアクティブな学習ワークフローに属さない唯一のラベル関連の API コールです。すべ
ての既存のラベルを同時に操作するときは、通常、StartExportLabelsTaskRun を使用します (以前に
真として送信したラベルを削除または変更する場合など)。この API オペレーションでは、エクスポートす
るラベルの TransformId と、ラベルをエクスポートする先の Amazon Simple Storage Service (Amazon
S3) のパスを使用できます。このオペレーションは、TaskRunId を返します。タスク実行のステータス
は、GetMLTaskRun API を呼び出して確認できます。

リクエスト
• TransformId – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
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機械学習変換の一意の識別子。
• OutputS3Path – 必須: UTF-8 文字列。
ラベルをエクスポートする先となる Simple Storage Service (Amazon S3) へのパス。

応答
• TaskRunId – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
タスク実行の一意の識別子。

エラー
• EntityNotFoundException
• InvalidInputException
• OperationTimeoutException
• InternalServiceException

StartImportLabelsTaskRun アクション (Python:
start_import_labels_task_run)
機械学習変換をトレーニングしてその品質を向上させるために使用する追加のラベル (真の例) を提供でき
ます。この API オペレーションは、通常、StartMLLabelingSetGenerationTaskRun の呼び出しで始
まり、最終的に機械学習変換の品質向上につながるアクティブな学習ワークフローの一環として使用しま
す。
StartMLLabelingSetGenerationTaskRun が完了すると、AWS Glue 機械学習によって人が回答すべ
き一連の質問が生成されます。(これらの質問に回答することは、機械学習ワークフローにおいて「ラベリ
ング」とも呼ばれます)。FindMatches 変換の場合、これらの質問は「これらの行を、一致するレコ―ド
のみで構成されるグループに分ける適切な方法は何ですか?」という形式になります。ラベリングプロセス
が完了すると、ユーザーは StartImportLabelsTaskRun を呼び出して回答/ラベルをアップロードでき
ます。StartImportLabelsTaskRun が完了すると、今後のすべての機械学習変換の実行で新規および
改善されたラベルが使用され、より高品質の変換が実行されます。
デフォルトでは、 StartMLLabelingSetGenerationTaskRun は引き続き学習を継続し、ユーザー
がアップロードしたすべてのラベルを結合します。ただし、Replace を true に設定した場合を除きま
す。Replace を true に設定すると、StartImportLabelsTaskRun は以前にアップロードされたすべて
のラベルを削除して無視し、ユーザーがアップロードする正確なセットからのみ学習します。ラベルの置
き換えが役立つのは、以前に間違ったラベルをアップロードしたことに気付き、これらが変換の品質に悪
影響を及ぼしていると思われる場合です。
タスク実行のステータスは、GetMLTaskRun オペレーションを呼び出して確認できます。

リクエスト
• TransformId – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
機械学習変換の一意の識別子。
• InputS3Path – 必須: UTF-8 文字列。
ラベルをインポートする元となる Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) へのパス。
• ReplaceAllLabels – ブール。
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既存のラベルを上書きするかどうかを示します。

応答
• TaskRunId – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
タスク実行の一意の識別子。

エラー
• EntityNotFoundException
• InvalidInputException
• OperationTimeoutException
• ResourceNumberLimitExceededException
• InternalServiceException

機密データの検出 API
機密データ検出 API では、構造化データの列と行全体にある機密データを検出するために使用される API
について説明します。

AWS Glue Studio 外での機密データ検出の使用
AWS Glue Studio では機密データを検出することができますが、AWS Glue Studio 外でこの機密データ検
出機能を使用することも可能です。
AWS マネージド PII タイプを使用した機密データの検出
AWS Glue は、AWS Glue ETL ジョブで 2 つの API を提供します。これらは、detect() および
classifyColumns() です。
detect(frame: DynamicFrame,
entityTypesToDetect: Seq[String],
outputColumnName: String = "DetectedEntities"): DynamicFrame
classifyColumns(frame: DynamicFrame,
entityTypesToDetect: Seq[String],
sampleFraction: Double = 0.1,
thresholdFraction: Double = 0.1)

AWS マネージド PII タイプとカスタムエンティティタイプを識別するには、detect() API を
使用できます。検出結果が含まれる新しい列が自動的に作成されます。classifyColumns()
API は、キーが列名で値が検出されたエンティティタイプのリストになっているマップを返しま
す。SampleFraction は、PII エンティティをスキャンしているときにサンプリングするためのデータの
割合を示し、ThresholdFraction は、列が PII データとして識別されるために満たされる必要がある
データの割合を示します。
この例では、ジョブが detect() と classifyColumns() API を使用して以下のアクションを実行して
います。
• Amazon S3 バケットからデータを読み込み、dynamicFrame に変換する
• dynamicFrame 内にある「Email」と「Credit Card」のインスタンスを検出する
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• 元の値と、各行の検出結果が網羅された 1 つの列が含まれる dynamicFrame を返す
• 返された dynamicFrame を別の Amazon S3 パスに書き込む

import
import
import
import
import
import
import
import
import

com.amazonaws.services.glue.GlueContext
com.amazonaws.services.glue.MappingSpec
com.amazonaws.services.glue.errors.CallSite
com.amazonaws.services.glue.util.GlueArgParser
com.amazonaws.services.glue.util.Job
com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
org.apache.spark.SparkContext
scala.collection.JavaConverters._
com.amazonaws.services.glue.ml.EntityDetector

object GlueApp {
def main(sysArgs: Array[String]) {
val spark: SparkContext = new SparkContext()
val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)
val args = GlueArgParser.getResolvedOptions(sysArgs, Seq("JOB_NAME").toArray)
Job.init(args("JOB_NAME"), glueContext, args.asJava)
val frame= glueContext.getSourceWithFormat(formatOptions=JsonOptions("""{"quoteChar":
"\"", "withHeader": true, "separator": ","}"""), connectionType="s3", format="csv",
options=JsonOptions("""{"paths": ["s3://pathToSource"], "recurse": true}"""),
transformationContext="AmazonS3_node1650160158526").getDynamicFrame()
val frameWithDetectedPII = EntityDetector.detect(frame, Seq("EMAIL", "CREDIT_CARD"))
glueContext.getSinkWithFormat(connectionType="s3", options=JsonOptions("""{"path":
"s3://pathToOutput/", "partitionKeys": []}"""), transformationContext="someCtx",
format="json").writeDynamicFrame(frameWithDetectedPII)

}

}

Job.commit()

管理対象の機密データタイプ
グローバルエンティティ
データタイプ

説明

PERSON_NAME

その人物の名前

EMAIL

E メールアドレス

IP_ADDRESS

IP アドレス

MAC_ADDRESS

MAC アドレス

米国のデータタイプ
データタイプ

説明

USA_SSN

社会保障番号 (米国人の場合)

USA_ITIN

ITIN (米国人または法人の場合)
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データタイプ

説明

USA_PASSPORT_NUMBER

パスポート番号 (米国人の場合)

PHONE_NUMBER

電話番号。国や地域に固有のものではありません
が、現時点では米国とカナダの電話番号のみが検
出されます

BANK_ACCOUNT

銀行口座番号。国や地域に固有のものではありま
せんが、米国とカナダの口座形式のみが検出され
ます

USA_CPT_CODE

CPTコード (米国固有)

USA_HCPCS_CODE

HCPCS コード (米国固有)

USA_NATIONAL_DRUG_CODE

NDC コード (米国固有)

USA_MEDICARE_BENEFICIARY_IDENTIFIER

メディケア受益者識別子 (米国固有)

USA_HEALTH_INSURANCE_CLAIM_NUMBER

健康保険請求番号 (米国固有)

CREDIT_CARD

クレジットカード番号

USA_NATIONAL_PROVIDER_IDENTIFIER

米国医療従事者識別子番号 (米国固有)

USA_DEA_NUMBER

DEA 番号 (米国固有)

USA_DRIVING_LICENSE

運転免許証番号 (米国固有)

日本のデータタイプ
データタイプ

説明

JAPAN_BANK_ACCOUNT

銀行口座番号 (日本固有)

JAPAN_DRIVING_LICENSE

運転免許証番号 (日本固有)

JAPAN_MY_NUMBER

国税行政、年金行政、災害対応に使用される日本
の国民または法人のための固有の識別子

JAPAN_PASSPORT_NUMBER

パスポート番号 (日本固有)

英国のデータタイプ
データタイプ

説明

UK_BANK_ACCOUNT

銀行口座番号 (日本固有)

UK_BANK_SORT_CODE

ソートコードは、各国の銀行間で、それぞれの決
済機関を通じて送金をルーティングするために使
用される銀行コードです

UK_DRIVING_LICENSE

グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国
の運転免許証番号 (英国固有)
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データタイプ

説明

UK_ELECTORAL_ROLL_NUMBER

選挙人名簿番号 (ERN) は、英国の選挙登録のため
に個人に発行される識別番号です。この番号の形
式は、英国内閣府の英国政府基準によって定めら
れています

UK_NATIONAL_HEALTH_SERVICE_NUMBER

国民保険サービス (NHS) 番号は、英国の公衆衛生
サービスの登録ユーザーに割り当てられる固有の
番号です

UK_NATIONAL_INSURANCE_NUMBER

国民保険番号 (NINO) は、国民保険プログラムまた
は社会保障システムで個人を識別するために英国
で使用される番号です。この番号は、NI No または
NINO と呼ばれることもあります。

UK_PASSPORT_NUMBER

パスポート番号 (英国固有)

UK_UNIQUE_TAXPAYER_REFERENCE_NUMBER 英国 (UK) 納税者固有番号 (UTR) 番号。英国政府
が課税システムを管理するために使用する識別子
UK_VALUE_ADDED_TAX

VAT は最終消費者が負担する消費税です。VAT
は、製造および流通プロセスの各取引に対して支
払われます。英国の場合、VAT 番号は事業が設立
された地域の VAT 事務所によって発行されます。

UK_PHONE_NUMBER

電話番号 (英国固有)

AWS CustomEntityType PII タイプを使用した機密データの検出
カスタムエンティティは AWS Studio を使用して定義できますが、AWS Studio 外でこの機能を使用す
るには、まずカスタムエンティティタイプを定義してから、定義されたカスタムエンティティタイプを
entityTypesToDetect のリストに追加する必要があります。
データ内に特定の機密データタイプ (「Employee Id」など) がある場合
は、CreateCustomEntityType() API を呼び出してカスタムエンティティを作成することができます。
以下の例では、リクエストパラメータを使用して CreateCustomEntityType() API にカスタムエン
ティティタイプ「EMPLOYEE_ID」を定義します。

{

}

"name": "EMPLOYEE_ID",
"regexString": "\d{4}-\d{3}",
"contextWords": ["employee"]

次に、カスタムエンティティタイプ (EMPLOYEE_ID) をEntityDetector() API に追加することで、新
しいカスタム機密データタイプを使用するようにジョブを変更します。

import
import
import
import
import
import

com.amazonaws.services.glue.GlueContext
com.amazonaws.services.glue.MappingSpec
com.amazonaws.services.glue.errors.CallSite
com.amazonaws.services.glue.util.GlueArgParser
com.amazonaws.services.glue.util.Job
com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
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import org.apache.spark.SparkContext
import scala.collection.JavaConverters._
import com.amazonaws.services.glue.ml.EntityDetector
object GlueApp {
def main(sysArgs: Array[String]) {
val spark: SparkContext = new SparkContext()
val glueContext: GlueContext = new GlueContext(spark)
val args = GlueArgParser.getResolvedOptions(sysArgs, Seq("JOB_NAME").toArray)
Job.init(args("JOB_NAME"), glueContext, args.asJava)
val frame= glueContext.getSourceWithFormat(formatOptions=JsonOptions("""{"quoteChar":
"\"", "withHeader": true, "separator": ","}"""), connectionType="s3", format="csv",
options=JsonOptions("""{"paths": ["s3://pathToSource"], "recurse": true}"""),
transformationContext="AmazonS3_node1650160158526").getDynamicFrame()
val frameWithDetectedPII = EntityDetector.detect(frame, Seq("EMAIL", "CREDIT_CARD",
"EMPLOYEE_ID"))
glueContext.getSinkWithFormat(connectionType="s3", options=JsonOptions("""{"path":
"s3://pathToOutput/", "partitionKeys": []}"""), transformationContext="someCtx",
format="json").writeDynamicFrame(frameWithDetectedPII)

}

}

Job.commit()

Note
カスタム機密データタイプが既存マネージドエンティティタイプと同じ名前で定義されている場
合は、カスタム機密データタイプが優先され、マネージドエンティティタイプのロジックが上書
きされます。

データ型
• CustomentityType 構造 (p. 1024)

CustomentityType 構造
構造化データの列と行全体にある機密データを検出するためのカスタムパターンを表すオブジェクトで
す。

フィールド
• Name – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
後で、取得したり削除したりすることができるカスタムパターンの名前です。この名前は AWS アカウ
ントごとに一意である必要があります。
• RegexString – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
カスタムパターン内にある機密データの検出に使用される正規表現の文字列。
• ContextWords – UTF-8 文字列の配列、1～20 個の文字列。
コンテキスト単語のリスト。正規表現の範囲内でこれらのコンテキスト単語が見つからない場合、デー
タは機密データとして検出されません。
コンテキスト単語が渡されない場合は、正規表現のみがチェックされます。
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操作
• CreateCustomentType アクション (Python: create_custom_entity_type) (p. 1025)
• DeleteCustomEntityType アクション (Python: delete_custom_entity_type) (p. 1026)
• GetCustomEntityType アクション (Python: get_custom_entity_type) (p. 1026)
• BatchGetCustomEntityTypes アクション (Python: batch_get_custom_entity_types) (p. 1027)
• ListCustomentTypes アクション (Python: list_custom_entity_types) (p. 1027)

CreateCustomentType アクション (Python:
create_custom_entity_type)
構造化データの列と行全体にある機密データを検出するために使用されるカスタムパターンを作成しま
す。
作成するカスタムパターンごとに、正規表現とオプションのコンテキスト単語リストを作成し、指定しま
す。コンテキスト単語が渡されない場合は、正規表現のみがチェックされます。

リクエスト
• Name – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、「Single-line string pattern (p. 1036)」に一致。
後で、取得したり削除したりすることができるカスタムパターンの名前です。この名前は AWS アカウ
ントごとに一意である必要があります。
• RegexString – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
カスタムパターン内にある機密データの検出に使用される正規表現の文字列。
• ContextWords – UTF-8 文字列の配列、1～20 個の文字列。
コンテキスト単語のリスト。正規表現の範囲内でこれらのコンテキスト単語が見つからない場合、デー
タは機密データとして検出されません。
コンテキスト単語が渡されない場合は、正規表現のみがチェックされます。

応答
• Name – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、「Single-line string pattern (p. 1036)」に一致。
作成したカスタムパターンの名前。

エラー
• AccessDeniedException
• AlreadyExistsException
• IdempotentParameterMismatchException
• InternalServiceException
• InvalidInputException
• OperationTimeoutException
• ResourceNumberLimitExceededException
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DeleteCustomEntityType アクション (Python:
delete_custom_entity_type)
カスタムパターン名を指定して、カスタムパターンを削除します。

リクエスト
• Name – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、「Single-line string pattern (p. 1036)」に一致。
削除するカスタムパターンの名前です。

応答
• Name – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、「Single-line string pattern (p. 1036)」に一致。
削除したカスタムパターンの名前です。

エラー
• EntityNotFoundException
• AccessDeniedException
• InternalServiceException
• InvalidInputException
• OperationTimeoutException

GetCustomEntityType アクション (Python:
get_custom_entity_type)
カスタムパターン名を指定して、カスタムパターンの詳細を取得します。

リクエスト
• Name – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、「Single-line string pattern (p. 1036)」に一致。
取得するカスタムパターンの名前。

応答
• Name – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、「Single-line string pattern (p. 1036)」に一致。
取得したカスタムパターンの名前。
• RegexString – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
カスタムパターン内にある機密データの検出に使用される正規表現の文字列。
• ContextWords – UTF-8 文字列の配列、1～20 個の文字列。
カスタムパターンを作成した時に指定している場合は、コンテキスト単語のリストです。正規表現の範
囲内でこれらのコンテキスト単語が見つからない場合、データは機密データとして検出されません。
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エラー
• EntityNotFoundException
• AccessDeniedException
• InternalServiceException
• InvalidInputException
• OperationTimeoutException

BatchGetCustomEntityTypes アクション (Python:
batch_get_custom_entity_types)
名前リストで指定されたカスタムパターンの詳細を取得します。

リクエスト
• Names – 必須: UTF-8 文字列の配列、1～50 個の文字列。
取得するカスタムパターンの名前リストです。

応答
• CustomEntityTypes – CustomEntityType (p. 1024) オブジェクトの配列。
作成したカスタムパターンを表す CustomEntityType オブジェクトのリストです。
• CustomEntityTypesNotFound – UTF-8 文字列の配列、1～50 個の文字列。
検出できなかったカスタムパターンの名前リストです。

エラー
• InvalidInputException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException

ListCustomentTypes アクション (Python:
list_custom_entity_types)
作成したすべてのカスタムパターンをリスト表示します。

リクエスト
• NextToken – UTF-8 文字列。
結果をオフセットするページ分割されたトークン。
• MaxResults – 1～1000 の数値 (整数)。
返される結果の最大数。
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応答
• CustomEntityTypes – CustomEntityType (p. 1024) オブジェクトの配列。
カスタムパターンを表す CustomEntityType オブジェクトのリストです。
• NextToken – UTF-8 文字列。
ページ分割トークン (さらに結果がある場合)。

エラー
• InvalidInputException
• OperationTimeoutException
• InternalServiceException

AWS Glue の API のタグ付け
データ型
• Tag 構造 (p. 1028)

Tag 構造
Tag オブジェクトは、AWS リソースに割り当てることができるラベルを表します。タグはそれぞれ、1 つ
のキーとオプションの 1 つの値で設定されており、どちらもお客様側が定義します。
リソース AWS Glue へのアクセス制御や、AWS タグ AWS Glue および指定 AWS Glue リソース ARN の
詳細については、開発者ガイドを参照してください。

フィールド
• key – UTF-8 文字列、1～128 バイト長。
タグキー。オブジェクトにタグを作成するときにキーが必要です。キーでは大文字と小文字が区別さ
れ、プレフィックス aws を含めることはできません。
• value - UTF-8 文字列、256 バイト長以下。
タグ値。オブジェクトにタグを作成するときの値はオプションです。値では大文字と小文字が区別さ
れ、プレフィックス aws を含めることはできません。

操作
• TagResource アクション (Python: tag_resource) (p. 1029)
• UntagResource アクション (Python: untag_resource) (p. 1029)
• GetTags アクション (Python: get_tags) (p. 1030)
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TagResource アクション (Python: tag_resource)
リソースにタグを追加します。タグとは、AWS のリソースに付けることができるラベルです。AWS Glue
では、特定のリソースにのみタグを付けることができます。どのリソースにタグを付けることができるか
については、「AWS Tags in AWS Glue」を参照してください。

リクエスト
• ResourceArn – 必須: UTF-8 文字列。1～10240 バイト長。Custom string pattern #17 (p. 1036) に一
致。
タグを追加する AWS Glue リソースの ARN。AWS Glue リソースの ARN の詳細については、「AWS
Glue ARN string pattern」を参照してください。
• TagsToAdd – 必須: キーと値のペアのマップ配列。50 ペア以下。
各キーは UTF-8 文字列で、1～128 バイト長です。
各値は UTF-8 文字列で、256 バイト長以下です。
このリソースに追加するタグ。

応答
• 応答パラメータはありません。

エラー
• InvalidInputException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException
• EntityNotFoundException

UntagResource アクション (Python: untag_resource)
リソースからタグを削除します。

リクエスト
• ResourceArn – 必須: UTF-8 文字列。1～10240 バイト長。Custom string pattern #17 (p. 1036) に一
致。
タグを削除するリソースの Amazon リソースネーム (ARN)。
• TagsToRemove – 必須: UTF-8 文字列の配列。文字列 50 個以下。
このリソースから削除するタグ。

応答
• 応答パラメータはありません。

エラー
• InvalidInputException
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• InternalServiceException
• OperationTimeoutException
• EntityNotFoundException

GetTags アクション (Python: get_tags)
リソースに関連付けられているタグのリストを取得します。

リクエスト
• ResourceArn – 必須: UTF-8 文字列。1～10240 バイト長。Custom string pattern #17 (p. 1036) に一
致。
タグを取得する対象のリソースの Amazon リソースネーム (ARN)。

応答
• Tags – キーと値のペアのマップ配列。50 ペア以下。
各キーは UTF-8 文字列で、1～128 バイト長です。
各値は UTF-8 文字列で、256 バイト長以下です。
リクエストされたタグ。

エラー
• InvalidInputException
• InternalServiceException
• OperationTimeoutException
• EntityNotFoundException

一般的なデータ型
一般的なデータ型では、AWS Glue でのその他の一般的なデータ型について説明します。

Tag 構造
Tag オブジェクトは、AWS リソースに割り当てることができるラベルを表します。タグはそれぞれ、1 つ
のキーとオプションの 1 つの値で設定されており、どちらもお客様側が定義します。
リソース AWS Glue へのアクセス制御や、AWS タグ AWS Glue および指定 AWS Glue リソース ARN の
詳細については、開発者ガイドを参照してください。

フィールド
• key – UTF-8 文字列、1～128 バイト長。
タグキー。オブジェクトにタグを作成するときにキーが必要です。キーでは大文字と小文字が区別さ
れ、プレフィックス aws を含めることはできません。
• value - UTF-8 文字列、256 バイト長以下。
1030

AWS Glue デベロッパーガイド
DecimalNumber

タグ値。オブジェクトにタグを作成するときの値はオプションです。値では大文字と小文字が区別さ
れ、プレフィックス aws を含めることはできません。

DecimalNumber 構造
10 進数形式の数値が含まれます。

フィールド
• UnscaledValue – 必須: Blob。
スケールされていない数値。
• Scale – 必須: 数値 (integer)。
スケールされていない値のどの位置に小数点を置くかを決定するスケール。

ErrorDetail 構造
エラーに関する詳細が含まれています。

フィールド
• ErrorCode – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
このエラーに関連付けられたコード。
• ErrorMessage – 説明文字列、2048 バイト長以下、URI address multi-line string pattern (p. 1036) に一
致。
エラーを説明するメッセージ。

PropertyPredicate 構造
プロパティの述語を定義します。

フィールド
• Key – Value 文字列、1024 バイト長以下。
プロパティのキー。
• Value – Value 文字列、1024 バイト長以下。
プロパティの値。
• Comparator – UTF-8 文字列 (有効な値: EQUALS | GREATER_THAN | LESS_THAN |
GREATER_THAN_EQUALS | LESS_THAN_EQUALS)。
このプロパティを他のプロパティと比較するために使用されたコンパレータ。

ResourceUri 構造
関数リソースの URI。
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フィールド
• ResourceType – UTF-8 文字列 (有効な値: JAR | FILE | ARCHIVE)。
リソースのタイプ。
• Uri – Uniform resource identifier (uri)、1～1024 バイト長、URI address multi-line string
pattern (p. 1036) に一致。
リソースにアクセスするための URI。

ColumnStatistics 構造
テーブルまたはパーティションに対して生成された列レベルの統計を表します。

フィールド
• ColumnName – 必須: UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
統計が属する列の名前。
• ColumnType – 必須: 型名。20000 バイト長以下。Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
列のデータ型。
• AnalyzedTime – 必須: タイムスタンプ。
列統計が生成された時点を示すタイムスタンプ。
• StatisticsData – 必須: ColumnStatisticsData (p. 1033) オブジェクト。
統計データ値を含む ColumnStatisticData オブジェクト。

ColumnStatisticsError 構造
失敗した ColumnStatistics オブジェクトと失敗の理由をカプセル化します。

フィールド
• ColumnStatistics – ColumnStatistics (p. 1032) オブジェクト。
列の ColumnStatistics。
• Error – ErrorDetail (p. 1031) オブジェクト。
オペレーションが失敗した理由を示すエラーメッセージ。

ColumnError 構造
エラーがある列の名前とエラーの理由について要約します。

フィールド
• ColumnName – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
エラーがある列の名前。
• Error – ErrorDetail (p. 1031) オブジェクト。
オペレーションが失敗した理由を示すエラーメッセージ。
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ColumnStatisticsData 構造
個々のタイプの列統計データが含まれます。Type 属性で 1 つのデータオブジェクトのみを設定し、指示
します。

フィールド
• Type – 必須: UTF-8 文字列 (有効な値: BOOLEAN | DATE | DECIMAL | DOUBLE | LONG | STRING |
BINARY)。
列の統計データの型。
• BooleanColumnStatisticsData – BooleanColumnStatisticsData (p. 1033) オブジェクト。
Boolean の列統計データ。
• DateColumnStatisticsData – DateColumnStatisticsData (p. 1033) オブジェクト。
Date の列統計データ。
• DecimalColumnStatisticsData – DecimalColumnStatisticsData (p. 1034) オブジェクト。
Decimal の列統計データ。
• DoubleColumnStatisticsData – DoubleColumnStatisticsData (p. 1034) オブジェクト。
Double の列統計データ。
• LongColumnStatisticsData – LongColumnStatisticsData (p. 1035) オブジェクト。
Long の列統計データ。
• StringColumnStatisticsData – StringColumnStatisticsData (p. 1035) オブジェクト。
文字列の列統計データ。
• BinaryColumnStatisticsData – BinaryColumnStatisticsData (p. 1035) オブジェクト。
Binary の列統計データ。

BooleanColumnStatisticsData 構造
Boolean データ列でサポートされる列統計を定義します。

フィールド
• NumberOfTrues – 必須: 数値 (long)。None 以下。
列内の true の値の数。
• NumberOfFalses – 必須: 数値 (long)。None 以下。
列内の false の値の数。
• NumberOfNulls – 必須: 数値 (long)。None 以下。
列内の null 値の数。

DateColumnStatisticsData 構造
タイムスタンプデータ列でサポートされている列統計を定義します。
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フィールド
• MinimumValue – タイムスタンプ。
列内の最小値。
• MaximumValue – タイムスタンプ。
列内の最大値。
• NumberOfNulls – 必須: 数値 (long)。None 以下。
列内の null 値の数。
• NumberOfDistinctValues – 必須: 数値 (long)。None 以下。
列内の異なる値の数です。

DecimalColumnStatisticsData 構造
固定小数点数データ列でサポートされている列統計を定義します。

フィールド
• MinimumValue – DecimalNumber (p. 1031) オブジェクト。
列内の最小値。
• MaximumValue – DecimalNumber (p. 1031) オブジェクト。
列内の最大値。
• NumberOfNulls – 必須: 数値 (long)。None 以下。
列内の null 値の数。
• NumberOfDistinctValues – 必須: 数値 (long)。None 以下。
列内の異なる値の数です。

DoubleColumnStatisticsData 構造
浮動小数点数データ列でサポートされている列統計を定義します。

フィールド
• MinimumValue – 数値 (double)。
列内の最小値。
• MaximumValue – 数値 (double)。
列内の最大値。
• NumberOfNulls – 必須: 数値 (long)。None 以下。
列内の null 値の数。
• NumberOfDistinctValues – 必須: 数値 (long)。None 以下。
列内の異なる値の数です。
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LongColumnStatisticsData 構造
整数データ列でサポートされる列統計を定義します。

フィールド
• MinimumValue – 数値 (long 型)。
列内の最小値。
• MaximumValue – 数値 (long 型)。
列内の最大値。
• NumberOfNulls – 必須: 数値 (long)。None 以下。
列内の null 値の数。
• NumberOfDistinctValues – 必須: 数値 (long)。None 以下。
列内の異なる値の数です。

StringColumnStatisticsData 構造
文字シーケンスのデータ値に対してサポートされる列統計を定義します。

フィールド
• MaximumLength – 必須: 数値 (long)。None 以下。
列内の最も長い文字列のサイズです。
• AverageLength – 必須: 数値 (double)。None 以下。
列内の文字列の平均長。
• NumberOfNulls – 必須: 数値 (long)。None 以下。
列内の null 値の数。
• NumberOfDistinctValues – 必須: 数値 (long)。None 以下。
列内の異なる値の数です。

BinaryColumnStatisticsData 構造
ビットシーケンスデータ値に対してサポートされる列統計を定義します。

フィールド
• MaximumLength – 必須: 数値 (long)。None 以下。
列内の最も長いビットシーケンスのサイズ。
• AverageLength – 必須: 数値 (double)。None 以下。
列内の平均ビットシーケンス長。
• NumberOfNulls – 必須: 数値 (long)。None 以下。
列内の null 値の数。
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文字列パターン
API は、さまざまな文字列パラメータとメンバーの有効コンテンツを定義するために、以下の正規表現を
使用します。
• 単一行文字列パターン – 「[\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF
\t]*」
• URI アドレスの複数行文字列パターン – 「[\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*」
• Logstash Grok 文字列パターン - 「[\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF
\uDFFF\r\t]*」
• 識別子文字列パターン - 「[A-Za-z_][A-Za-z0-9_]*」
• AWS IAM ARN 文字列パターン - "arn:aws:iam::\d{12}:role/.*"
• バージョン文字列パターン - 「^[a-zA-Z0-9-_]+$」
• ロググループ文字列パターン - 「[\.\-_/#A-Za-z0-9]+」
• ログストリーム文字列パターン - 「[^:*]*」
• カスタム文字列パターン #10 – "[^\r\n]"
• カスタム文字列パターン #11 – "[\p{L}\p{N}\p{P}]*"
• カスタム文字列パターン #12 – "[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[af0-9]{12}"
• カスタム文字列パターン #13 – "[a-zA-Z0-9-_$#.]+"
• カスタム文字列パターン #14 – "^\w+\.\w+\.\w+$"
• カスタム文字列パターン #15 – "^\w+\.\w+$"
• カスタム文字列パターン #16 – "^([2-3]|3[.]9)$"
• カスタム文字列パターン #17 – "arn:(aws|aws-us-gov|aws-cn):glue:.*"
• カスタム文字列パターン #18 – "(^arn:aws:iam::\w{12}:root)"
• カスタム文字列パターン #19 – "arn:aws:kms:.*"
• カスタム文字列パターン #20 – "arn:aws[^:]*:iam::[0-9]*:role/.+"
• カスタム文字列パターン #21 – "[\.\-_A-Za-z0-9]+"
• カスタム文字列パターン #22 – "^s3://([^/]+)/([^/]+/)*([^/]+)$"
• カスタム文字列パターン #23 – ".*\S.*"
• カスタム文字列パターン #24 – "[a-zA-Z0-9-=._/@]+"
• カスタム文字列パターン #25 – "[1-9][0-9]*|[1-9][0-9]*-[1-9][0-9]*"
• カスタム文字列パターン #26 – "[\s\S]*"
• カスタム文字列パターン #27 – "([\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF
\uDFFF]|[^\S\r\n"'= ;])*"
• カスタム文字列パターン #28 – "[*A-Za-z0-9_-]*"
• カスタム文字列パターン #29 – "[A-Za-z0-9_-]*"
• カスタム文字列パターン #30 – "([\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF
\uDFFF]|[^\S\r\n"'])*"
• カスタム文字列パターン #31 – "([\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF
\uDFFF]|[^\S\r\n])*"
• カスタム文字列パターン #32 – "([\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF
\s])*"
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• カスタム文字列パターン #33 – "([\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF
\uDFFF]|[^\r\n])*"

例外
このセクションでは、問題の原因を見つけて解決するために使用できる AWS Glue の例外について説明
します。機械学習に関連する例外の HTTP エラーコードと文字列の詳細については、「the section called
“AWS Glue 機械学習の例外” (p. 1110)」を参照してください。

AccessDeniedException 構造
リソースへのアクセスが拒否されました。

フィールド
• Message – UTF-8 文字列。
問題を説明するメッセージ。

AlreadyExistsException 構造
作成または追加するリソースはすでに存在します。

フィールド
• Message – UTF-8 文字列。
問題を説明するメッセージ。

ConcurrentModificationException 構造
2 つのプロセスが同時にリソースを変更しようとしています。

フィールド
• Message – UTF-8 文字列。
問題を説明するメッセージ。

ConcurrentRunsExceededException 構造
同時に実行されているジョブが多すぎます。

フィールド
• Message – UTF-8 文字列。
問題を説明するメッセージ。

CrawlerNotRunningException 構造
指定されたクローラーが実行されていません。
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フィールド
• Message – UTF-8 文字列。
問題を説明するメッセージ。

CrawlerRunningException 構造
クローラーが既に実行されているため、操作を実行できません。

フィールド
• Message – UTF-8 文字列。
問題を説明するメッセージ。

CrawlerStoppingException 構造
指定されたクローラーが停止しています。

フィールド
• Message – UTF-8 文字列。
問題を説明するメッセージ。

EntityNotFoundException 構造
指定されたエンティティは存在しません

フィールド
• Message – UTF-8 文字列。
問題を説明するメッセージ。

GlueEncryptionException 構造
暗号化オペレーションが失敗しました。

フィールド
• Message – UTF-8 文字列。
問題を説明するメッセージ。

IdempotentParameterMismatchException 構造
同じ一意の識別子が 2 つの異なるレコードに関連付けられていました。

フィールド
• Message – UTF-8 文字列。
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問題を説明するメッセージ。

IllegalWorkflowStateException 構造
リクエストされたオペレーションを実行するには、ワークフローの状態が無効です。

フィールド
• Message – UTF-8 文字列。
問題を説明するメッセージ。

InternalServiceException 構造
内部サービスエラーが発生しました。

フィールド
• Message – UTF-8 文字列。
問題を説明するメッセージ。

InvalidExecutionEngineException 構造
不明または無効な実行エンジンが指定されました。

フィールド
• message – UTF-8 文字列。
問題を説明するメッセージ。

InvalidInputException 構造
指定された入力は無効です。

フィールド
• Message – UTF-8 文字列。
問題を説明するメッセージ。

InvalidStateException 構造
データが無効な状態であることを示すエラー。

フィールド
• Message – UTF-8 文字列。
問題を説明するメッセージ。
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InvalidTaskStatusTransitionException 構造
あるタスクから次のタスクへの適切な移行に失敗しました。

フィールド
• message – UTF-8 文字列。
問題を説明するメッセージ。

JobDefinitionErrorException 構造
ジョブ定義が無効です。

フィールド
• message – UTF-8 文字列。
問題を説明するメッセージ。

JobRunInTerminalStateException 構造
ジョブ実行の終了状態が障害を通知しています。

フィールド
• message – UTF-8 文字列。
問題を説明するメッセージ。

JobRunInvalidStateTransitionException 構造
ジョブ実行で、ソース状態からターゲット状態への無効な移行が発生しました。

フィールド
• jobRunId – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 1036) に一致。
該当するジョブ実行の ID。
• message – UTF-8 文字列。
問題を説明するメッセージ。
• sourceState – UTF-8 文字列 (有効な値: STARTING | RUNNING | STOPPING | STOPPED | SUCCEEDED |
FAILED | TIMEOUT | ERROR | WAITING)。
ソースの状態。
• targetState – UTF-8 文字列 (有効な値: STARTING | RUNNING | STOPPING | STOPPED | SUCCEEDED |
FAILED | TIMEOUT | ERROR | WAITING)。
ターゲットの状態。
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JobRunNotInTerminalStateException 構造
ジョブ実行が終了状態ではありません。

フィールド
• message – UTF-8 文字列。
問題を説明するメッセージ。

LateRunnerException 構造
ジョブランナーが遅延しています。

フィールド
• Message – UTF-8 文字列。
問題を説明するメッセージ。

NoScheduleException 構造
該当するスケジュールがありません。

フィールド
• Message – UTF-8 文字列。
問題を説明するメッセージ。

OperationTimeoutException 構造
オペレーションがタイムアウトしました。

フィールド
• Message – UTF-8 文字列。
問題を説明するメッセージ。

ResourceNotReadyException 構造
リソースのトランザクション準備ができていませんでした。

フィールド
• Message – UTF-8 文字列。
問題を説明するメッセージ。
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ResourceNumberLimitExceededException 構造
リソースの数値制限を超えました。

フィールド
• Message – UTF-8 文字列。
問題を説明するメッセージ。

SchedulerNotRunningException 構造
指定されたスケジューラが実行されていません。

フィールド
• Message – UTF-8 文字列。
問題を説明するメッセージ。

SchedulerRunningException 構造
指定されたスケジューラは既に実行されています。

フィールド
• Message – UTF-8 文字列。
問題を説明するメッセージ。

SchedulerTransitioningException 構造
指定されたスケジューラが移行中です。

フィールド
• Message – UTF-8 文字列。
問題を説明するメッセージ。

UnrecognizedRunnerException 構造
ジョブランナーが認識されませんでした。

フィールド
• Message – UTF-8 文字列。
問題を説明するメッセージ。
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ValidationException 構造
値を検証できませんでした。

フィールド
• Message – UTF-8 文字列。
問題を説明するメッセージ。

VersionMismatchException 構造
バージョンの競合がありました。

フィールド
• Message – UTF-8 文字列。
問題を説明するメッセージ。
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AWS Glue でのセキュリティ
AWS では、クラウドのセキュリティが最優先事項です。AWS のお客様は、セキュリティを最も重視する
組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャから利点を得られま
す。
セキュリティは、AWS とお客様の間の責任共有です。責任共有モデルでは、これをクラウドのセキュリ
ティおよびクラウド内のセキュリティとして説明しています。
• クラウドのセキュリティ - AWS は、AWS クラウドで AWS のサービスを実行するインフラストラク
チャを保護する責任を負います。また、AWS は、使用するサービスを安全に提供します。AWS コン
プライアンスプログラムの一環として、サードパーティーの監査が定期的にセキュリティの有効性をテ
ストおよび検証しています。AWS Glue に適用されるコンプライアンスプログラムの詳細については、
「コンプライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサービス」を参照してください。
• クラウド内のセキュリティ - ユーザーの責任は、使用する AWS のサービスに応じて異なります。ま
た、お客様は、データの機密性、お客様の会社の要件、および適用される法律および規制など、その他
の要因についても責任を負います。
このドキュメントは、AWS Glue を使用する際に責任共有モデルを適用する方法を理解するのに役立ちま
す。次のトピックでは、セキュリティおよびコンプライアンスの目的を達成するために AWS Glue を設定
する方法を示します。また、AWS リソースのモニタリングや保護に役立つ、他の AWS Glue のサービス
の使用方法についても説明します。
トピック
• AWS Glue でのデータ保護 (p. 1044)
• AWS Glue での Identity and Access Management (p. 1052)
• AWS Glueでのログ記録とモニタリング (p. 1095)
• AWS Glue のコンプライアンス検証 (p. 1095)
• AWS Glue での耐障害性 (p. 1096)
• AWS Glue でのインフラストラクチャセキュリティ (p. 1096)

AWS Glue でのデータ保護
AWS Glue には、データを保護するために設計された機能がいくつか用意されています。
トピック
• 保管中の暗号化 (p. 1044)
• 送信中の暗号化 (p. 1051)
•
•
•
•

FIPS 準拠 (p. 1051)
キーの管理 (p. 1051)
AWS の他のサービスへの AWS Glue の依存関係 (p. 1051)
開発エンドポイント (p. 1052)

保管中の暗号化
AWS Glue は、AWS Glue でジョブを作成する (p. 281) と 開発エンドポイントを使用してスクリプトを開
発する (p. 223) のために保管時のデータの暗号化をサポートしています。AWS Key Management Service
(AWS KMS) キーを使用して保管時の暗号化されたデータを書き込むように ETL (抽出、変換、ロード)
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ジョブと開発エンドポイントを設定できます。また、AWS KMS で管理するキーを使用して、AWS Glue
Data Catalog (p. 9) に格納されているメタデータを暗号化することもできます。さらに、AWS KMS キー
を使用して、ジョブのブックマークや、クローラーおよび ETL ジョブで生成されたログを暗号化すること
もできます。
ジョブ、クローラー、開発エンドポイントによって Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) と
Amazon CloudWatch Logs に書き込まれたデータに加えて、AWS Glue Data Catalog でメタデータオブ
ジェクトを暗号化できます。ジョブ、クローラーそして開発エンドポイントを AWS Glue で作成する場
合、セキュリティ設定をアタッチすることで暗号化設定を指定します。セキュリティ設定には、Amazon
S3 で管理されるサーバー側の暗号化キー (SSE-S3)、または AWS KMS (SSE-KMS) で保管されるカスタ
マーマスターキー (CMK) があります。AWS Glue コンソールを使用してセキュリティ設定を作成できま
す。
アカウント内の Data Catalog 全体の暗号化を有効にすることもできます。そのためには、AWS KMS に格
納されている CMK を指定します。

Important
AWS Glue は対称 CMK のみをサポートしています。詳細については、AWS Key Management
Service デベロッパーガイドの「Customer Master Keys (CMKs)」を参照してください。
暗号化を有効にすると、データカタログオブジェクトを追加するとき、クローラーやジョブを実行すると
き、または開発エンドポイントを開始するときに、SSE-S3 または SSE-KMS キーを使用して、保管中の
データの書き込みが行われます。さらに、信頼された Transport Layer Security (TLS) プロトコルを使用し
て、Java Database Connectivity (JDBC) データストアのみにアクセスするように AWS Glue を設定できま
す。
AWS Glue では、以下の場所で暗号化設定をコントロールします。
• Data Catalog の設定。
• 作成したセキュリティ設定。
• AWS Glue ETL (抽出、変換、ロード) ジョブにパラメータとして渡されるサーバー側の暗号化設定
(SSE-S3 または SSE-KMS)。
暗号化を設定する方法の詳細については、「AWS Glue での暗号化のセットアップ (p. 44)」を参照してく
ださい。
トピック
• Data Catalog の暗号化 (p. 1045)
• 接続パスワードの暗号化 (p. 1047)
• クローラー、ジョブ、および開発エンドポイントによって書き込まれたデータの暗号化 (p. 1047)

Data Catalog の暗号化
AWS Glue コンソールの Data Catalog の [Settings] (設定) で、AWS Glue Data Catalog オブジェクトの暗
号化を有効にできます。Data Catalog 全体の暗号化の設定をオンまたはオフにできます。このプロセスで
は、テーブルなどのオブジェクトが Data Catalog に書き込まれるときに自動的に使用される AWS KMS
キーを指定します。暗号化されるオブジェクトには以下が含まれます。
•
•
•
•
•

データベース
テーブル
パーティション
テーブルのバージョン
接続

• ユーザー定義関数
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AWS Management Console または AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して、この動作を設
定できます。

コンソールを使用して暗号化を有効にするには
1.

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

2.

ナビゲーションペインで [Settings(設定)] を選択します。

3.

[Data Catalog settings] (データカタログ設定) ページで [Metadata encryption] (メタデータの暗号化) を
選択し、AWS KMS キーを選択します。

Important
AWS Glue は、対称カスタマーマスターキー (CMK) のみをサポートしています。[AWS KMS
key] (KMS キー) リストには、対称キーのみが表示されます。ただし、[Choose a AWS KMS
key ARN] (KMS キー ARN を選択します) を選択した場合、任意のキータイプの ARN をコン
ソールで入力します。対称キーには ARN だけを入力するようにしてください。
暗号化をオンにすると、今後すべての Data Catalog オブジェクトが暗号化されます。デフォルトの
キーは、AWS によりアカウントに作成された AWS Glue AWS KMS キーです。この設定をオフにする
と、Data Catalog に書き込まれるときにオブジェクトが暗号化されなくなります。Data Catalog で暗号化
されたすべてのオブジェクトにキーを使用してアクセスし続けることができます。

SDK または AWS CLI を使用して暗号化を有効にするには
•

PutDataCatalogEncryptionSettings API オペレーションを使用します。キーが指定されない場
合、顧客アカウントのデフォルトの AWS Glue 暗号化キーが使用されます。

Important
AWS KMS キーは、Data Catalog でそのキーを使用して暗号化されたすべてのオブジェクトの
AWS KMS キーストアに、使用可能な状態で保持する必要があります。キーを削除すると、オブ
ジェクトは復号化できなくなります。ある種のシナリオでは、このようにして、Data Catalog メ
タデータにアクセスできないようにする場合があります。
暗号化が有効になっている場合、Data Catalog にアクセスしているクライアントには、ポリシーに次の
AWS KMS アクセス許可が必要です。
• kms:Decrypt
• kms:Encrypt
• kms:GenerateDataKey
例えば、クローラーまたはジョブを定義するときに、定義で指定する IAM ロールには、これらの AWS
KMS アクセス許可が必要です。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:Decrypt",
"kms:Encrypt",
"kms:GenerateDataKey"
],
"Resource": "ARN-of-key-used-to-encrypt-data-catalog"
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}

]

}

接続パスワードの暗号化
AWS Glue Data Catalog の接続パスワードを取得するには、GetConnection および GetConnections
の API オペレーションを使用します。これらのパスワードは Data Catalog 接続に保存され、AWS Glue か
ら Java Database Connectivity (JDBC) データストアに接続される際に使用されます。接続が作成または更
新された際、Data Catalog 設定のオプションによって、パスワードが暗号化されたかどうかが判断され、
暗号化されている場合には、指定された AWS Key Management Service (AWS KMS) キーが判断されま
す。
AWS Glue コンソールの [Data catalog settings] (データカタログ設定) ページで、このオプションを有効に
できます。

接続パスワードを暗号化するには
1.

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

2.

ナビゲーションペインで [Settings(設定)] を選択します。

3.

[Data catalog settings] (データカタログ設定) ページで、[Encrypt connection passwords] (接続パス
ワードの暗号化) を選択し、AWS KMS を選択します。

Important
AWS Glue は、対称カスタマーマスターキー (CMK) のみをサポートしています。[AWS KMS
key] (KMS キー) リストには、対称キーのみが表示されます。ただし、[Choose a AWS KMS
key ARN] (KMS キー ARN を選択します) を選択した場合、任意のキータイプの ARN をコン
ソールで入力します。対称キーには ARN だけを入力するようにしてください。
詳しくは、「AWS Glue コンソールでデータカタログ設定を使用する (p. 78)」を参照してください。

クローラー、ジョブ、および開発エンドポイントによって書き込
まれたデータの暗号化
セキュリティ設定は、AWS Glue が使用できるセキュリティプロパティのセットです。セキュリティ構成
を使用して、保管時にデータを暗号化できます。以下のシナリオでは、セキュリティ設定を使用できるい
くつかの方法を示します。
• 暗号化された Amazon CloudWatch Logs を書き込む AWS Glue クローラーにセキュリティ設定をアタッ
チします。
• 抽出、変換、ロード (ETL) ジョブにセキュリティ設定をアタッチして、暗号化された Amazon Simple
Storage Service (Amazon S3) ターゲット、および暗号化された CloudWatch Logs を書き込みます。
• ETL ジョブにセキュリティ設定をアタッチして、暗号化された Amazon S3 データとしてジョブブック
マークを書き込みます。
• 開発エンドポイントにセキュリティ設定をアタッチして、暗号化された Amazon S3 ターゲットを書き
込みます。

Important
現時点では、セキュリティ設定は、ETL ジョブのパラメータとして渡されるサーバー側暗号化
(SSE-S3) 設定をすべてオーバーライドします。したがって、ジョブにセキュリティ設定と SSES3 の両方が関連付けられている場合、SSE-S3 パラメータは無視されます。
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セキュリティ設定の詳細については、「AWS Glue コンソールでのセキュリティ設定の使用 (p. 1049)」を
参照してください。
トピック
• セキュリティ設定を使用するための AWS Glue のセットアップ (p. 1048)
• VPC ジョブとクローラーの AWS KMS へのルートを作成する (p. 1048)
• AWS Glue コンソールでのセキュリティ設定の使用 (p. 1049)

セキュリティ設定を使用するための AWS Glue のセットアップ
以下の手順を実行して、セキュリティ設定を使用するように AWS Glue 環境をセットアップします。
1.

AWS Glue クローラーに渡される IAM ロールおよび CloudWatch Logs を暗号化するジョブへの AWS
KMS アクセス許可を付与するため、AWS Key Management Service (AWS KMS) キーを作成また
は更新します。詳しくは、Amazon CloudWatch Logs ユーザーガイドの「AWS KMS を使用して
CloudWatch Logs のログデータを暗号化する」を参照してください。
次の例では、"role1"、"role2"、および "role3" が、クローラーおよびジョブに渡される IAM
ロールです。
{

}

"Effect": "Allow",
"Principal": { "Service": "logs.region.amazonaws.com",
"AWS": [
"role1",
"role2",
"role3"
] },
"Action": [
"kms:Encrypt*",
"kms:Decrypt*",
"kms:ReEncrypt*",
"kms:GenerateDataKey*",
"kms:Describe*"
],
"Resource": "*"

キーを使用して CloudWatch Logs を暗号化する場合、"Service":
"logs.region.amazonaws.com" と表示される Service ステートメントが必要です。
2.

使用する前に、AWS KMS キーが ENABLED であることを確認します。

3.

セキュリティ設定が反映されるように、AWS Glue ジョブでスクリプトの先頭に次のコードが含まれ
ていることを確認してください。

job = Job(glueContext)
job.init(args['JOB_NAME'], args)

VPC ジョブとクローラーの AWS KMS へのルートを作成する
インターネットを介さずに、仮想プライベートクラウド (VPC) のプライベートエンドポイントから AWS
KMS に直接接続できます。VPC エンドポイントを使用すると、VPC と AWS KMS の間の通信は完全に
AWS ネットワーク内で実施されます。
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VPC 内に AWS KMS VPC エンドポイントを作成することができます。この手順を実行しないと、ジョブ
またはクローラーがジョブの kms timeout またはクローラーの internal service exception で失
敗する可能性があります。詳細な手順については、AWS Key Management Serviceデベロッパーガイドの
「VPC エンドポイントを介した AWS KMS への接続」を参照してください。
これらの手順に従って、VPC コンソールで次の操作を行う必要があります。
• [Enable Private DNS name] (プライベート DNS 名を有効にする) を選択します。
• Java Database Connectivity (JDBC) にアクセスするジョブまたはクローラーに使用する [Security group]
(セキュリティグループ) (自己参照ルールを持つ) を選択します。AWS Glue 接続の詳細については、
「AWS Glue Data Catalog での接続の定義 (p. 61)」を参照してください。
JDBC データストアにアクセスするクローラーまたはジョブにセキュリティ設定を追加する場合、AWS
Glue には AWS KMS エンドポイントへのルートが必要です。ネットワークアドレス変換 (NAT) ゲート
ウェイまたは AWS KMS VPC エンドポイントを使用してルートを指定できます。NAT ゲートウェイを作
成するには、Amazon VPC ユーザーガイドの「NAT ゲートウェイ」を参照してください。

AWS Glue コンソールでのセキュリティ設定の使用
AWS Glue の [security configuration] (セキュリティ設定) には、暗号化されたデータを書き込むときに必
要なプロパティが含まれています。AWS Glue コンソールでセキュリティ設定を作成し、クローラ、ジョ
ブ、および開発エンドポイントによって使用される暗号化プロパティを指定します。
作成したすべてのセキュリティ設定を表示するには、https://console.aws.amazon.com/glue/ で AWS Glue
コンソールを開き、ナビゲーションペインで [Security configurations] (セキュリティ設定) をクリックしま
す。
[セキュリティ設定] には、設定に関する次のプロパティが表示されます。
名前
設定を作成したときに指定した一意の名前です。
S3 暗号化モード
オンの場合、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 暗号化モード (SSE-KMS、SSE-S3 な
ど)。
CloudWatch Logs 暗号化モード
オンの場合、Amazon S3 暗号化モード (SSE-KMS など)。
ジョブのブックマーク暗号化モード
オンの場合、Amazon S3 暗号化モード (CSE-KMS など)。
作成日
設定が作成された日時 (UTC)。
コンソールの [セキュリティ設定] セクションで設定を追加または削除できます。設定の詳細を表示するに
は、リスト内の設定名を選択します。詳細には、設定の作成時に定義した情報が含まれます。

セキュリティ設定の追加
セキュリティ設定を追加するには、AWS Glue コンソールの [セキュリティ設定] ページで [セキュリティ設
定の追加] を選択します。ウィザードの指示に従って、必要なプロパティを設定します。
AWS Glue コンソールで AWS Key Management Service (AWS KMS) キーを使用したデータとメタデータ
の暗号化を設定するには、コンソールユーザーにポリシーを追加します。このポリシーでは次の例のよう
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に、許可されているリソースを、Amazon S3 データストアを暗号化するために使用されるキーの Amazon
リソースネーム (ARN) として、指定する必要があります。
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:GenerateDataKey",
"kms:Decrypt",
"kms:Encrypt"],
"Resource": "arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id"}
}

Important
セキュリティ設定がクローラまたはジョブにアタッチされている場合、渡される IAM ロールには
AWS KMS アクセス許可が必要です。詳細については、「クローラー、ジョブ、および開発エン
ドポイントによって書き込まれたデータの暗号化 (p. 1047)」を参照してください。
設定を定義する場合、次のプロパティの値を指定できます。
S3 暗号化
Amazon S3 データを書き込む場合は、Amazon S3 管理キー (SSE-S3) によるサーバー側の暗
号化、または AWS KMS 管理キー (SSE-KMS) によるサーバー側の暗号化を使用します。この
フィールドはオプションです。Amazon S3 へのアクセス許可を有効にするには、AWS KMS
キーを選択するか、または [Enter a key ARN] (キーの ARN を入力) を選択してキーの ARN を
指定します。arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id の形式で ARN を入力しま
す。arn:aws:kms:region:account-id:alias/alias-name など、キーのエイリアスで ARN を
指定することもできます。

Important
AWS Glue は、対称カスタマーマスターキー (CMK) のみをサポートしています。[AWS KMS
key] (KMS キー) リストには、対称キーのみが表示されます。ただし、[Choose a AWS KMS
key ARN] (KMS キー ARN を選択します) を選択した場合、任意のキータイプの ARN をコン
ソールで入力します。対称キーには ARN だけを入力するようにしてください。
CloudWatch Logs 暗号化
サーバー側 (SSE-KMS) 暗号化が CloudWatch Logs の暗号化に使用されます。このフィールドはオプ
ションです。有効にするには、AWS KMS キーを選択するか、または [Enter a key ARN] (キーの ARN
を入力)を選択してキーの ARN を指定します。arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id
の形式で ARN を入力します。arn:aws:kms:region:account-id:alias/alias-name など、
キーのエイリアスで ARN を指定することもできます。
ジョブのブックマークの暗号化
クライアント側 (CSE-KMS) 暗号化は、ジョブのブックマークを暗号化するために使用されます。
このフィールドはオプションです。ブックマークデータは、Amazon S3 に保存するために送信され
る前に暗号化されます。有効にするには、AWS KMS キーを選択するか、または [Enter a key ARN]
(キーの ARN を入力)を選択してキーの ARN を指定します。arn:aws:kms:region:accountid:key/key-id の形式で ARN を入力します。arn:aws:kms:region:accountid:alias/alias-name など、キーのエイリアスで ARN を指定することもできます。
詳細については、Amazon Simple Storage Service コンソールユーザーガイドの以下のトピックを参照し
てください。
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• SSE-S3 の詳細については、「Amazon S3 で管理された暗号化キーによるサーバー側の暗号化 (SSES3) を使用したデータの保護」を参照してください。
• SSE-KMS の詳細については、「AWS KMS (SSE-KMS) に保存されている CMK でサーバー側の暗号化
を使用してデータを保護する」を参照してください。
• CSE-KMS の詳細については、「AWS KMS に保存されている CMK を使用する」を参照してください。

送信中の暗号化
AWS は転送中のデータに対して Transport Layer Security (TLS) 暗号化を提供します。AWS Glue の
[security configurations] (セキュリティ設定) を使用して、クローラー、ETL ジョブ、開発エンドポイント
の暗号化を設定できます。Data Catalog の設定を介して、AWS Glue Data Catalog 暗号化を有効にできま
す。
2018 年 9 月 4 日現在、 (AWS KMSbring your own keyとserver-side encryption) が AWS Glue ETLおよび
AWS Glue Data Catalog がサポートされています。

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

キーの管理
AWS Glue で AWS Identity and Access Management (IAM) を使用して、ユーザー、AWS リソース、グ
ループ、ロール、およびアクセスや拒否などに関する詳細なポリシーを定義できます。
組織のニーズに応じて、リソースベースのポリシーとアイデンティティベースのポリシーの両方を使用し
てメタデータへのアクセスを定義できます。リソースベースのポリシーでは、リソースへのアクセスを
許可または拒否するプリンシパルを一覧表示し、クロスアカウントアクセスなどのポリシーを設定できま
す。アイデンティティポリシーは、IAM 内の特定のユーザー、グループ、およびロールにアタッチしま
す。
詳細な例については、AWS ビッグデータブログ「リソースレベルの IAM アクセス許可とリソースベース
のポリシーで、AWS Glue Data Catalog へのアクセスを制限する」を参照してください。
ポリシーの詳細なアクセス部分については、Resource 句内で定義します。この部分では、アクションを
実行する対象の AWS Glue Data Catalog オブジェクトと、このオペレーションで返される結果のオブジェ
クトの両方を定義します。
開発エンドポイントは、AWS Glue スクリプトの開発およびテストに使用できる環境です。開発エンドポ
イントの SSH キーを追加、削除、または変更できます。
2018 年 9 月 4 日現在、AWS KMS ETLおよび AWS Glue の (AWS Glue Data Catalogbring your own key
と server-side encryption) がサポートされています。

AWS の他のサービスへの AWS Glue の依存関係
ユーザーが AWS Glue コンソールを使用するには、AWS アカウントで AWS Glue リソースの使用を許可
する最小限のアクセス許可セットが必要です。これらの AWS Glue アクセス許可に加えて、コンソールで
は次のサービスからのアクセス許可が必要になります。
• ログを表示するための Amazon CloudWatch Logs のアクセス許可。
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• ロールをリスト化して渡すための AWS Identity and Access Management (IAM) のアクセス許可。
• スタックを操作する AWS CloudFormation のアクセス許可。
• Virtual Private Cloud (VPC)、サブネット、セキュリティグループ、インスタンスなどのオブジェクトを
リストする Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) のアクセス許可 (ジョブ、クローラーの実行
時や、開発エンドポイントの作成時の VPC などの Amazon EC2 項目をセットアップするため)。
• バケットとオブジェクトをリストし、スクリプトを取得して保存する Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3) のアクセス許可。
• クラスターでの作業に必要な Amazon Redshift のアクセス許可。
• インスタンスをリスト化するための Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) のアクセス許
可。

開発エンドポイント
開発エンドポイントは、AWS Glue スクリプトの作成およびテストに使用できる環境です。AWS Glue を
使用して、開発エンドポイントを作成、編集、削除できます。AWS Glue コンソールの [Dev Endpoints]
(開発エンドポイント) タブに、作成したすべての開発エンドポイントが一覧表示されます。開発エンドポ
イントの SSH キーを追加、削除、または変更できます。開発エンドポイントで使用するノートブックを作
成することもできます。
開発環境をプロビジョニングするための設定値を提供します。これらの値は、開発エンドポイントに安
全にアクセスし、エンドポイントからデータストアにアクセスできるようにネットワークを設定する方法
を AWS Glue に指定します。次に、開発エンドポイントに接続するノートブックを作成できます。ノート
ブックを使用して ETL スクリプトを作成し、テストします。
AWS Glue の ETL ジョブの実行に使用する IAM ロールと同様のアクセス許可を持つ AWS Identity and
Access Management (IAM) ロールを使用します。Virtual Private Cloud (VPC)、サブネット、セキュリティ
グループを使用して、データリソースに安全に接続できる開発エンドポイントを作成します。SSH を使用
して開発環境に接続するための SSH キーペアを生成します。
JDBC を通じてデータセットにアクセスするために使用できる VPC 内で、Amazon S3 のデータ用の開発
エンドポイントを作成できます。
ローカルマシンに Apache Zeppelin ノートブックをインストールし、これを使用して開発エンドポイン
トで ETL スクリプトをデバッグおよびテストできます。または、Amazon EC2 インスタンスで Zeppelin
ノートブックをホストできます。ノートブックサーバーは、PySpark ステートメントを実行するために使
用できるウェブベースの環境です。
AWS Glue は、aws-glue-dev-endpoint をプレフィックスとする名前を Amazon EC2 インスタンスに
タグ付けします。
開発エンドポイントにノートブックサーバーをセットアップして、PySpark ステートメントを AWS Glue
拡張機能で実行できます。Zeppelin ノートブックの詳細については、「Apache Zeppelin」を参照してく
ださい。

AWS Glue での Identity and Access Management
AWS Glue へのアクセスには、認証情報が必要です。これらの認証情報には、AWS テーブルや Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスなどの AWS Glue Glue リソースへのアクセス許可が
必要です。次のセクションでは、AWS Identity and Access Management (IAM) および AWS Glue を使用し
て、リソースへのアクセスを保護する方法について詳しく説明します。
トピック
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• 認証 (p. 1053)
• AWS Glue リソースのアクセス許可の管理 (p. 1054)
• AWS Glue コンソールを使用するために必要なアクセス権限 (p. 1058)
• アクセスコントロール用のアイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー) (p. 1058)
• アクセスコントロール用の AWS Glue リソースポリシー (p. 1066)
• クロスアカウントアクセス許可の付与 (p. 1069)
• AWS Glue リソース ARN の指定 (p. 1074)
• AWS Glue アクセスコントロールポリシーの例 (p. 1079)
• AWS Glue API のアクセス許可: アクションとリソースのリファレンス (p. 1094)

認証
AWS には、次のいずれかのタイプの ID でアクセスできます。
• AWS アカウント ルートユーザー
AWS アカウント を作成する場合は、このアカウントのすべての AWS のサービス とリソースに対して
完全なアクセス権を持つ 1 つのサインインアイデンティティから始めます。この ID は AWS アカウン
ト ルートユーザーと呼ばれ、アカウントの作成に使用した E メールアドレスとパスワードでサインイン
することによってアクセスできます。日常的なタスクには、ルートユーザーを使用しないことを強くお
勧めします。ルートユーザーの認証情報を保護し、それらを使用してルートユーザーのみが実行できる
タスクを実行します。ルートユーザーとしてサインインする必要があるタスクの完全なリストについて
は、AWS 全般のリファレンスの「ルートユーザー認証情報が必要なタスク」を参照してください。
• IAM ユーザーとグループ
IAM ユーザーは、1 人のユーザーまたは 1 つのアプリケーションに対して特定の許可を持つ AWS アカ
ウント 内のアイデンティティです。可能であれば、パスワードやアクセスキーなどの長期的な認証情
報を持つ IAM ユーザーを作成する代わりに、一時的な認証情報を使用することをお勧めします。ただ
し、IAM ユーザーの長期的な認証情報を必要とする特定のユースケースがある場合は、アクセスキー
をローテーションすることをお勧めします。詳細については、IAM ユーザーガイドの「長期的な認証情
報を必要とするユースケースのためにアクセスキーを定期的にローテーションする」を参照してくださ
い。
IAM グループは、IAM ユーザーの集団を指定するアイデンティティです。グループとしてサインイン
することはできません。グループを使用して、複数のユーザーに対して一度に許可を指定できます。
多数のユーザーグループがある場合、グループを使用することで許可の管理が容易になります。例え
ば、IAMAdmins という名前のグループを設定して、そのグループに IAM リソースを管理する許可を与
えることができます。
ユーザーは、ロールとは異なります。ユーザーは 1 人の人または 1 つのアプリケーションに一意に関
連付けられますが、ロールはそれを必要とする任意の人が引き受けるようになっています。ユーザーに
は永続的な長期の認証情報がありますが、ロールでは一時的な認証情報が提供されます。詳細について
は、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザー (ロールではなく) の作成が適している場合」を参照して
ください。
• [IAM role] (IAM ロール)
IAM ロールは、特定の許可があり、アカウントで作成できるもう 1 つの IAM アイデンティティで
す。IAM ロールは、ID が AWS で実行できることとできないことを決定する許可ポリシーを持つ AWS
ID であるという点で IAM ユーザーと似ています。ただし、ユーザーは 1 人の特定の人に一意に関連付
けられますが、ロールはそれを必要とする任意の人が引き受けるようになっています。また、ロールに
は標準の長期認証情報 (パスワードやアクセスキーなど) も関連付けられません。代わりに、ロールを引
き受けると、ロールセッション用の一時的なセキュリティ認証情報が提供されます。IAM ロールと一時
的な認証情報は、次の状況で役立ちます。
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• フェデレーションユーザーアクセス – フェデレーションアイデンティティに許可を割り当てるには、
ロールを作成してそのロールの許可を定義します。フェデレーションアイデンティティが認証される
と、そのアイデンティティはロールに関連付けられ、ロールで定義されている許可が付与されます。
フェデレーションのロールの詳細については、IAM ユーザーガイドの「サードパーティー ID プロバイ
ダー用のロールの作成」を参照してください。IAM アイデンティティセンターを使用する場合、許可
セットを設定します。アイデンティティが認証後にアクセスできるものを制御するために、IAM アイ
デンティティセンターは許可セットを IAM のロールに関連付けます。アクセス許可セットの詳細につ
いては、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイドの「アクセス権
限セット」を参照してください。
• AWS のサービス のアクセス — サービスロールは、サービスがユーザーに代わってアクションを実行
するために引き受ける IAM ロールです。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削
除できます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「AWS のサービス に許可を委任するロー
ルの作成」を参照してください。
• Amazon EC2 で実行されているアプリケーション - EC2 インスタンスで実行され、AWS CLIまたは
AWS API リクエストを行っているアプリケーションの一時的な認証情報を管理するには、IAM ロール
を使用できます。これは、EC2 インスタンス内でのアクセスキーの保存に推奨されます。AWS ロー
ルを EC2 インスタンスに割り当て、そのすべてのアプリケーションで使用できるようにするには、イ
ンスタンスにアタッチされたインスタンスプロファイルを作成します。インスタンスプロファイルに
はロールが含まれ、EC2 インスタンスで実行されるプログラムは一時的な認証情報を取得することが
できます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「Amazon EC2 インスタンスで実行されるア
プリケーションに IAM ロールを使用して許可を付与する」を参照してください。

AWS Glue リソースのアクセス許可の管理
有効な認証情報があればリクエストを認証できますが、適切なアクセス許可がなければ、AWS Glue Data
Catalog のテーブルなどの AWS Glue リソースの作成やアクセスを行うことはできません。
すべての AWS リソースは AWS アカウントによって所有され、リソースの作成またはアクセスは、許可
のポリシーによって管理されます。アカウント管理者は、IAM アイデンティティ (つまり、ユーザー、グ
ループ、ロール) に許可ポリシーを添付できます。一部のサービス (AWS Glue および Amazon S3 など) で
は、アクセス許可ポリシーをリソース自体にアタッチできます。

Note
アカウント管理者 (または管理者ユーザー) は、管理者権限を持つユーザーです。詳細について
は、「IAM ユーザーガイド 」の「IAM のベストプラクティス」を参照してください。
アクセス許可を付与する場合、アクセス許可を取得するユーザー、取得するアクセス許可の対象となるリ
ソース、およびそれらのリソースに対して許可される特定のアクションを決定します。

Note
AWS Glue のメソッドまたは AWS Lake Formation 付与を使用して、データへのアクセス許可を
付与できます。AWS Glue メソッドは AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーを使
用して、きめ細かなアクセスコントロールを実現します。Lake Formation では、リレーショナル
データベースシステムでの GRANT/REVOKE コマンドに類似した、よりシンプルなアクセス許可
(GRANT/REVOKE) のモデルを使用します。
このセクションでは、AWS Glue メソッドの使用について説明します。Lake Formation での付
与の詳細については、AWS Lake Formation デベロッパーガイドの「Granting Lake Formation
Permissions」を参照してください。
トピック
• アクセス許可ポリシーを使用してリソースへのアクセスを管理する (p. 1055)
• AWS Glue リソースおよびオペレーション (p. 1055)
• リソースの所有権を理解する (p. 1055)
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• リソースへのアクセスの管理 (p. 1056)

アクセス許可ポリシーを使用してリソースへのアクセスを管理す
る
アクセス許可ポリシーは、誰が何にアクセスできるかを記述する JSON オブジェクトによって定義されま
す。JSON オブジェクトの構文は、通常、AWS Identity and Access Management (IAM) で定義されます。
詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM JSON ポリシーのリファレンス」を参照してください。

Note
このセクションでは、AWS Glue のコンテキストでの IAM の使用について説明しますが、IAM
サービスに関する詳細情報は提供していません。詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM
とは」を参照してください。
すべての AWS Glue API操作とそれが適用されるリソースを示すリストについては、「AWS Glue API の
アクセス許可: アクションとリソースのリファレンス (p. 1094)」を参照してください。
IAM ポリシーの構文と記述の詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM JSON ポリシーのリファレン
ス」を参照してください。
AWS Glue では、次の 2 種類のポリシーをサポートしています。
• アクセスコントロール用のアイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー) (p. 1058)
• アクセスコントロール用の AWS Glue リソースポリシー (p. 1066)
アイデンティティベースのポリシーとリソースポリシーの両方をサポートすることで、AWS Glue では、
誰がどのメタデータにアクセスできるかをきめ細かくコントロールできます。
その他の例については、「AWS Glue リソースベースのアクセスコントロールポリシーの例 (p. 1090)」を
参照してください。

AWS Glue リソースおよびオペレーション
AWS Glue では、AWS Glue リソースを操作する一連のオペレーションが用意されています。使用可能な
オペレーションのリストについては、「AWS Glue API (p. 745)」を参照してください。

リソースの所有権を理解する
AWS アカウントは、誰がリソースを作成したかにかかわらず、アカウントで作成されたリソースを所有し
ます。具体的には、リソース所有者は、リソースの作成リクエストを認証するプリンシパルエンティティ
(AWS アカウント√ユーザー、IAM ユーザー、または IAM ロール) の AWS アカウントです。次の例は、こ
の仕組みを示しています。
• AWS アカウントの、AWS アカウントルートユーザーの認証情報を使用してテーブルを作成する場合、
ユーザーの AWS アカウントがリソースの所有者となります (AWS Glue では、リソースはテーブルで
す)。
• AWS アカウントで IAM ユーザーを作成し、そのユーザーにテーブルを作成する権限を付与すると、そ
のユーザーはテーブルを作成できます。ただし、ユーザーが属する AWS アカウントがテーブルリソー
スを所有します。
• テーブルを作成するためのアクセス許可を持つ AWS アカウントに IAM ロールを作成する場合は、ロー
ルを引き受けることのできるいずれのユーザーもテーブルを作成できます。ユーザーが属する AWS ア
カウントがテーブルリソースを所有します。
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リソースへのアクセスの管理
アクセス許可ポリシーでは、誰が何にアクセスできるかを記述します。次のセクションで、アクセス許可
ポリシーを作成するために使用可能なオプションについて説明します。

Note
このセクションでは、AWS Glue のコンテキストでの IAM の使用について説明します。IAM サー
ビスに関する詳しい説明はしません。完全な IAM ドキュメンテーションについては、[IAM ユー
ザーガイド] の [IAM とは] を参照してください。IAM ポリシー構文の詳細と説明については、IAM
ユーザーガイドの「IAM JSON ポリシーのリファレンス」を参照してください。
IAM アイデンティティにアタッチされているポリシーは、アイデンティティベースのポリシー (IAM ポリ
シー) と呼ばれます。リソースにアタッチされているポリシーは、リソースベースのポリシーと呼ばれま
す。
トピック
• アイデンティティベースポリシー（IAMポリシー）の概要 (p. 1056)
• リソースベースポリシーの概要 (p. 1057)
• ポリシー要素 (アクション、効果、プリンシパル) の指定 (p. 1057)
• ポリシーでの条件を指定する (p. 1057)

アイデンティティベースポリシー（IAMポリシー）の概要
ポリシーを IAM アイデンティティにアタッチできます。例えば、次の操作を実行できます。
• アカウントのユーザーまたはグループに許可ポリシーをアタッチする – テーブルなどの AWS Glue リ
ソースを作成する許可を付与するために、ユーザーまたはユーザーが所属するグループに許可ポリシー
をアタッチできます。
• 許可ポリシーをロールにアタッチする (クロスアカウントの許可を付与) - ID ベースのアクセス許可ポリ
シーを IAM ロールにアタッチして、クロスアカウントの許可を付与することができます。例えば、アカ
ウント A の管理者は、次のように別の AWS アカウント (例えば、アカウント B) または AWS サービス
にクロスアカウントアクセス許可を付与するロールを作成できます。
1. アカウント A の管理者は、IAM ロールを作成して、アカウント A のリソースに許可を付与するロー
ルに許可ポリシーをアタッチします。
2. アカウント A の管理者は、アカウント B をそのロールを引き受けるプリンシパルとして識別する
ロールに、信頼ポリシーをアタッチします。
3. アカウント B の管理者は、アカウント B のユーザーにロールを引き受ける権限を委任できるように
なります。これにより、アカウント B のユーザーはアカウント A のリソースの作成とアクセスがで
きます。ロールを引き受ける権限を AWS のサービスに付与すると、信頼ポリシー内のプリンシパル
も AWS のサービスのプリンシパルとなることができます。
IAM を使用した許可の委任の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「アクセス管理」を参照して
ください。
AWS Glue アクションの 1 つ (GetTables) にアクセス許可を付与するアイデンティティベースのポリ
シーの例を次に示します。Resource 値のワイルドカード文字 (*) は、Data Catalog のデータベース内に
あるすべてのテーブルの名前と詳細を取得するアクセス許可を、このアクションに付与することを意味し
ます。ユーザーがリソースポリシーを通じて他のカタログにもアクセスできる場合、これらのリソースへ
のアクセス権も付与されます。
{

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

]

}

"Sid": "GetTables",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:GetTables"
],
"Resource": "*"

AWS Glue でアイデンティティベースのポリシーを使用する場合の詳細については、「アクセスコント
ロール用のアイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー) (p. 1058)」を参照してください。ユー
ザー、グループ、ロール、許可の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「アイデンティティ (ユー
ザー、グループ、ロール)」を参照してください。

リソースベースポリシーの概要
Simple Storage Service (Amazon S3) などの他のサービスでは、リソースベースの許可ポリシーもサポー
トされています。例えば、ポリシーを S3 バケットにアタッチして、そのバケットに対するアクセス許可
を管理できます。
詳細な説明と例については、アクセスコントロール用の AWS Glue リソースポリシー (p. 1066)を参照し
てください。

ポリシー要素 (アクション、効果、プリンシパル) の指定
サービスは、AWS Glue リソースごとに一連の API オペレーションを定義します。こうした API オペレー
ションへの許可を付与するために、AWS Glue はポリシーに定義できる一連のアクションを定義します。
一部の API オペレーションは、API オペレーションを実行するために複数のアクションに対するアクセス
許可を要求できます。リソースおよび API オペレーションに関する詳細については、「AWS Glue リソー
スおよびオペレーション (p. 1055)」および「AWS Glue AWS Glue API (p. 745)」を参照してください。
最も基本的なポリシーの要素を次に示します。
• リソース - Amazon リソースネーム (ARN) を使用して、ポリシーを適用するリソースを識別します。詳
細については、「AWS Glue リソースおよびオペレーション (p. 1055)」を参照してください。
• [Action] (アクション) - アクションのキーワードを使用して、許可または拒否するリソースオペレーショ
ンを識別します。例えば、create を使用して、テーブルの作成をユーザーに許可することができま
す。
• 効果 – ユーザーが特定のアクションをリクエストする際の効果 (許可または拒否) を指定します。リソー
スへのアクセスを明示的に許可していない場合、アクセスは暗黙的に拒否されます。また、明示的にリ
ソースへのアクセスを拒否すると、別のポリシーによってアクセスが許可されている場合でも、ユー
ザーはそのリソースにアクセスできなくなります。
• プリンシパル – ID ベースのポリシー (IAM ポリシー) で、ポリシーがアタッチされているユーザーが黙
示的なプリンシパルとなります。リソースベースのポリシーでは、アクセス許可を受け取りたいユー
ザー、アカウント、サービス、またはその他のエンティティを指定します (リソースベースのポリシー
にのみ適用)。AWS Glue では、リソースベースのポリシーはサポートされていません。
IAM ポリシーの構文と記述の詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM JSON ポリシーのリファレン
ス」を参照してください。
適用する テーブルのリストAWS Glueについては、「AWS Glue API のアクセス許可: アクションとリソー
スのリファレンス (p. 1094)」を参照してください。

ポリシーでの条件を指定する
アクセス許可を付与するとき、アクセスポリシー言語を使用して、ポリシーが有効になる条件を指定でき
ます。例えば、特定の日付の後にのみ適用されるポリシーが必要になる場合があります。ポリシー言語で
の条件の指定の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「条件」を参照してください。
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条件を表すには、あらかじめ定義された条件キーを使用します。AWS 全体の条件キーと AWS Glue 固有
のキーがあり、必要に応じて使用できます。AWS 全体を対象とするすべてのキーのリストについては、
「IAM ユーザーガイド」の「条件に利用可能なキー」を参照してください。

AWS Glue コンソールを使用するために必要なアクセ
ス権限
ユーザーが AWS Glue コンソールを使用するには、そのユーザーの AWS アカウントによる AWS Glue リ
ソースの使用を許可する最小限のアクセス許可セットが必要です。これらの AWS Glue に関するアクセス
許可に加えて、コンソールでは次のサービスからのアクセス許可も必要になります。
• ログを表示するための Amazon CloudWatch Logs のアクセス許可。
• ロールをリスト化して渡すための AWS Identity and Access Management (IAM) のアクセス許可。
• スタックを操作する AWS CloudFormation のアクセス許可。
• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) が VPC、サブネット、セキュリティグループ、インスタ
ンス、およびその他のオブジェクトをリストするためのアクセス許可。
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) が バケットとオブジェクトをリストし、スクリプトを取
得および保存するためのアクセス許可。
• クラスターでの作業に必要な Amazon Redshift のアクセス許可。
• Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) がインスタンスをリストするためのアクセス許可
ユーザーが AWS Glue コンソールの表示と操作をするために必要なアクセス許可の詳細については、「ス
テップ 3: AWS Glue にアクセスする IAM ユーザーにポリシーをアタッチする (p. 18)」を参照してくださ
い。
これらの最小限必要なアクセス許可よりも制限された IAM ポリシーを作成している場合、その IAM ポリ
シーを使用するユーザーに対してコンソールは意図したとおりには機能しません。「AWS Glue の AWS
マネージド (事前定義) ポリシー (p. 1063)」で説明されているとおり、ユーザーが AWS Glue コンソール
を使用できること、および、AWSGlueConsoleFullAccess 管理のポリシーがユーザーにアタッチされ
ていることを確認してください。
AWS CLI または AWS Glue API のみを呼び出すユーザーには、このコンソールに関する最小限のアクセス
許可を付与する必要はありません。

アクセスコントロール用のアイデンティティベースの
ポリシー (IAM ポリシー)
アイデンティティベースのポリシーは IAM アイデンティティ (ユーザー、グループ、ロール、またはサー
ビス) にアタッチされます。このタイプのポリシーは、指定したリソースにアクセスするためのアクセス
許可を、対象の IAM アイデンティティに付与します。
AWS Glue では、すべての AWS Glue の操作についてアイデンティティベースのポリシー ( IAM ポリ
シー) がサポートされています。アカウント内のユーザーまたはグループにポリシーをアタッチすること
で、AWS Glue Data Catalog 内のテーブルなどの AWS Glue リソースを作成、アクセス、または変更する
アクセス許可を付与できます。
IAM ロールにポリシーをアタッチすることで、他の AWS アカウントに含まれる IAM アイデンティティに
クロスアカウントのアクセス許可を付与できます。詳細については、 を参照してください。クロスアカウ
ントアクセス許可の付与 (p. 1069)
トピック
• アイデンティティベースポリシーの例 (p. 1059)
• タグを使用したアイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー) (p. 1060)
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• 条件キーまたはコンテキストキーを使用して設定を制御するアイデンティティベースのポリシー (IAM
ポリシー) (p. 1061)
• 特定の AWS Glue オブジェクトにのみ適用されるリソースレベルのアクセス許可 (p. 1062)
• AWS Glue コンソールの使用に必要な許可 (p. 1058)
• AWS Glue の AWS マネージド (事前定義) ポリシー (p. 1063)
• AWS Glue マネージドポリシーの AWS 更新 (p. 1065)

アイデンティティベースポリシーの例
AWS Glue アクション (glue:GetTable、GetTables、GetDatabase、GetDatabases) にアクセス
許可を付与するアイデンティティベースのポリシーの例を次に示します。Resource 値に含まれているワ
イルドカード文字 (*) は、Data Catalog 内のすべてのテーブルおよびデータベースに関する名前と詳細を
取得するように、これらのアクションにアクセス許可を付与することを意味します。ユーザーがリソース
ポリシーを通じて他のカタログにもアクセスできる場合、これらのリソースへのアクセス権も付与されま
す。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "GetTables",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:GetTable",
"glue:GetTables",
"glue:GetDatabase",
"glue:GetDataBases"
],
"Resource": "*"
}
]

次に示す別の例では、us-west-2 リージョンをターゲットとし、特定の AWS アカウント番号のプレース
ホルダーを使用しています。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "GetTablesActionOnBooks",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:GetTable",
"glue:GetTables"
],
"Resource": [
"arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:catalog",
"arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:database/db1",
"arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:table/db1/books"
]
}
]

このポリシーでは db1 という名前のデータベースにある books という名前のテーブルへの読み取り専用
許可を付与します。テーブルに Get アクセス許可を付与するには、カタログとデータベースリソースに対
しても同じアクセス許可が必要です。
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テーブルへのアクセスを拒否するには、テーブルか、親データベースまたはカタログへのユーザーアクセ
スを拒否するポリシーを作成する必要があります。これにより、後続の許可アクセス許可によって逃れる
ことができない形で、特定のリソースへのアクセスを簡単に拒否できます。たとえば、データベース db1
内のテーブル books へのアクセスを拒否する場合、データベース db1 へのアクセスを許可しても、テー
ブル books へのアクセスは引き続き拒否されます。次の例は、データベース db1 とその中にあるすべて
のテーブルに対する AWS Glue アクション (glue:GetTables および GetTable) のアクセス許可を拒否
するアイデンティティベースのポリシーです。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "DenyGetTablesToDb1",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"glue:GetTables",
"glue:GetTable"
],
"Resource": [
"arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:database/db1"
]
}
]

その他のポリシー例については、「アイデンティティベースポリシーの例 (p. 1079)」を参照してくださ
い。

タグを使用したアイデンティティベースのポリシー (IAM ポリ
シー)
特定の種類の AWS Glue リソースへのアクセス制御に AWS タグを使用してできます。AWS Glue のタグ
の詳細については、「AWSタグ (p. 405)」を参照してください。
IAM ユーザーポリシーで glue:resourceTag コンテキストキーと共に Condition 要素を使用して、ク
ローラ、ジョブ、トリガー、および開発エンドポイントに関連付けられたキーに基づいてアクセスを許可
または拒否できます。例:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "glue:*",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"glue:resourceTag/Name": "Tom"
}
}
}
]

Important
条件コンテキストキーは、クローラ、ジョブ、トリガー、および開発エンドポイントに対するこ
れらの AWS Glue API アクションにのみ適用されます。どの API が影響を受けるかについての詳
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細は、「AWS Glue API のアクセス許可: アクションとリソースのリファレンス (p. 1094)」を参
照してください。
タグを使用してアクセスをコントロールする方法については、「タグ付きの AWS Glue ID ベース (IAM) ア
クセス制御ポリシーの例 (p. 1084)」を参照してください。

条件キーまたはコンテキストキーを使用して設定を制御するアイ
デンティティベースのポリシー (IAM ポリシー)
ジョブを作成および更新する権限を付与する場合は、条件キーまたはコンテキストキーを使用できます。
ここでは、キーについて説明します。
• 条件キーを使用して設定を制御する IAM ポリシー (p. 1061)
• コンテキストキーを使用して設定を制御する IAM ポリシー (p. 1061)

条件キーを使用して設定を制御する IAM ポリシー
AWS Glue は glue:VpcIds、glue:SubnetIds、glue:SecurityGroupIds の3 つの IAM 条件キー
を提供します。ジョブを作成および更新する権限を付与する場合は、IAM ポリシーで条件キーを使用で
きます。この設定を使用して、目的の VPC 環境外で実行するジョブが作成されない（または更新）され
ないようにすることができます。VPC 設定情報は、CreateJob リクエストから直接入力されるのではな
く、AWS Glue 接続を指すジョブの「コネクション」フィールドから推測されます。
使用例
目的の VpcId「vpc-id1234」、SubnetIds ネット ID、および SecurityGroupIds を持つ「トラフィック監視
接続」という名前の AWS Glue ネットワーク型接続を作成する。
IAM ポリシーのアクション CreateJob および UpdateJob の条件キーを指定します。
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:CreateJob",
"glue:UpdateJob"
],
"Resource": [
"*"
],
"Condition": {
"ForAnyValue:StringLike": {
"glue:VpcIds": [
"vpc-id1234"
]
}
}

同様の IAM ポリシーを作成して、接続情報を指定しない AWS Glue ジョブの作成を禁止する事ができま
す。

コンテキストキーを使用して設定を制御する IAM ポリシー
AWS Glue は、glue:CredentialIssuingService= glue.amazonaws.com でジョブや
開発者のエンドポイントから利用できるように、各ロールセッションにコンテキストキー(AWS
Glue)を提供します。これにより、AWS Glue スクリプトが実行するアクションに対するセキュ
リティ制御を実装することができます。また、AWS Glue で提供する別のコンテキストキー
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(glue:RoleAssumedBy=glue.amazonaws.com)、が各ロールセッションを AWS Glue 呼び出す別の
サービス AWS は顧客の代わりに (ジョブ/デバイスのエンドポイントではなく、直接 AWS Glue サービス
によって) 呼び出します。
使用例
IAM ポリシーで条件付き許可を指定し、AWS Glue ジョブが使用するロールに添付します。これにより、
ロールセッションが AWS Glue ジョブ実行環境で使用されているかどうかに基づいて、特定のアクション
が許可/拒否されます。
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": "s3:GetObject",
"Resource": "arn:aws:s3:::confidential-bucket/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"glue:CredentialIssuingService": "glue.amazonaws.com"
}
}

特定の AWS Glue オブジェクトにのみ適用されるリソースレベ
ルのアクセス許可
AWS Glue の特定のオブジェクトに限り、詳細なコントロールを定義できます。したがって、Resource
ステートメントの Amazon リソースネーム (ARN) を許可する API オペレーションと ARN を許可しない
API オペレーションが混在しないようにクライアントの IAM ポリシーを記述する必要があります。たと
えば、次の IAM ポリシーは GetClassifier と GetJobRun の API オペレーションを許可します。AWS
Glue は分類子とジョブ実行の ARN を許可しないため、このポリシーでは Resource を * として定義
します。ARN は GetDatabase や GetTable などの特定の API オペレーションに対して許可されるた
め、ARN はポリシーの後半で指定できます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:GetClassifier*",
"glue:GetJobRun*"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:Get*"
],
"Resource": [
"arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:catalog",
"arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:database/default",
"arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:table/default/e*1*",
"arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:connection/connection2"
]
}
]

ARN を許可する AWS Glue オブジェクトのリストについては、「リソース ARN (p. 1074)」を参照してく
ださい。
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AWS Glue コンソールの使用に必要な許可
ユーザーが AWS Glue コンソールを使用するには、AWS アカウントで AWS Glue リソースの使用を許可
する最小限のアクセス許可セットが必要です。これらの AWS Glue アクセス許可に加えて、コンソールで
は次のサービスからのアクセス許可が必要になります。
• ログを表示するための Amazon CloudWatch Logs のアクセス許可。
• ロールをリスト化して渡すための AWS Identity and Access Management (IAM) のアクセス許可。
• スタックを操作する AWS CloudFormation のアクセス許可。
• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) が VPC、サブネット、セキュリティグループ、インスタ
ンス、およびその他のオブジェクトをリストするためのアクセス許可。
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) が バケットとオブジェクトをリストし、スクリプトを取
得および保存するためのアクセス許可。
• クラスターでの作業に必要な Amazon Redshift のアクセス許可。
• インスタンスをリスト化するための Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) のアクセス許
可。
ユーザーが AWS Glue コンソールを表示して操作するために必要なアクセス許可の詳細については、「ス
テップ 3: AWS Glue にアクセスする IAM ユーザーにポリシーをアタッチする (p. 18)」を参照してくださ
い。
これらの最小限必要なアクセス許可よりも制限された IAM ポリシーを作成している場合、その IAM ポリ
シーを使用するユーザーに対してコンソールは意図したとおりには機能しません。「AWS Glue の AWS
マネージド (事前定義) ポリシー (p. 1063)」で説明されているとおり、ユーザーが AWS Glue コンソール
を使用できること、および、AWSGlueConsoleFullAccess 管理対象ポリシーがユーザーにアタッチさ
れていることを確認してください。
AWS CLI または AWS Glue API のみを呼び出すユーザーには、最小限のコンソール許可を付与する必要は
ありません。

AWS Glue の AWS マネージド (事前定義) ポリシー
AWS は、AWS によって作成され管理されるスタンドアロンの IAM ポリシーを提供することで、多くの一
般的ユースケースに対応します。これらの AWS 管理ポリシーは、一般的ユースケースに必要なアクセス
権限を付与することで、どの権限が必要なのかをユーザーが調査する必要をなくすことができます。詳細
については、「IAM ユーザーガイド」の「AWS マネージドポリシー」を参照してください。
アカウントのユーザーにアタッチできる次の AWS マネージドポリシーは、AWS Glue に固有であり、
ユースケースシナリオ別にグループ化されます。
• AWSGlueConsoleFullAccess – AWS Glue を使用して AWS Management Console リソースへのフルア
クセスを付与します。このポリシーで指定されたリソースの命名規則に従った場合、ユーザーは完全な
コンソール機能を使用できます。このポリシーは、通常 AWS Glue コンソールのユーザーにアタッチさ
れています。
• AWSGlueServiceRole – さまざまな AWS Glue プロセスを実行するために必要なリソースへ
のアクセス権をユーザーに代わって付与します。これらのリソースには AWS Glue 、Amazon
S3、IAM、CloudWatch Logs、および Amazon EC2 が含まれます。このポリシーで指定されたリソー
スの命名規則に従った場合、AWS Glue プロセスは必要なアクセス権限を使用できます。このポリシー
は、通常、クローラ、ジョブ、開発エンドポイントを定義するときに指定されたロールにアタッチされ
ます。
• AwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole — セッションを除くすべての AWS Glue リソースへのフル
アクセスを許可します。ユーザーは、そのユーザーに関連付けられている対話型セッションのみを作成
して使用できるようにします。このポリシーには、他の AWS Glue サービスで Glue リソースを管理す
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るために、AWS が必要とするその他の権限も含まれています。このポリシーでは、その他の AWS Glue
リソースの AWS サービスへのタグの追加も許可されます。

Note
セキュリティ上のメリットを最大限に引き出すに
は、AWSGlueServiceRole、AWSGlueConsoleFullAccess、または
AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess のポリシーが割り当てられたユーザー
にはこのポリシーを付与しないでください。
• AwsGlueSessionUserRestrictedPolicy - タグキー「所有者」と担当者の AWS Glue ユーザー ID に一致す
る値が提供された場合のみ、CreateSession APIを使用して AWS インタラクティブセッションを作
成するためのアクセスを提供します。この ID ポリシーは、CreateSession API を呼び出す IAM ユー
ザーにアタッチされます。また、このポリシーは担当者が自分の AWS Glue ユーザー ID に一致する
「所有者」タグと値で作成された AWS インタラクティブセッションリソースと対話することを許可し
ています。このポリシーは、セッションが作成された後に、AWS Glue セッションリソースから「所有
者」タグを変更または削除する許可を拒否します。

Note
セキュリティ上のメリットを最大限に引き出すに
は、AWSGlueServiceRole、AWSGlueConsoleFullAccess、または
AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess のポリシーが割り当てられたユーザー
にはこのポリシーを付与しないでください。
• AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole - AWS Glue StudioNotebookを作成したプリンシ
パル (IAM ユーザーまたは Role) の AWS Glue ユーザー ID と一致する「所有者」タグ値で作成された
AWS インタラクティブセッションリソースと対話するための、ノートブックセッションへの十分なアク
セスを提供します。これらのタグの詳細については、プリンシパルキーの値のグラフが IAM ユーザーガ
イドに記載がありますので参照してください。
このサービスロールポリシーは、ノートブック内のマジックステートメントで指定されたロール
や、CreateSession API にロールとして渡されたロールに付加されます。また、このポリシーはタ
グキー「所有者」と値が本人の AWS Glue ユーザー ID に一致する場合のみ、AWS Glue Studio ノート
ブックインターフェースから AWS インタラクティブセッションを作成することを許可しています。こ
のポリシーは、セッションが作成された後に、AWS Glue セッションリソースから「所有者」タグを変
更または削除する許可を拒否します。このポリシーには、Amazon S3 バケットからの書き込みと読み取
り、CloudWatch ログの書き込み、AWS Glue が使用する Amazon EC2 リソースのタグの作成と削除の
アクセス権限も含まれます。

Note
セキュリティ上のメリットを最大限に引き出すに
は、AWSGlueServiceRole、AWSGlueConsoleFullAccess、または
AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess のポリシーが割り当てられたユーザー
にはこのポリシーを付与しないでください。
• AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookPolicy - タグキー「所有者」とノートブックを作成するプリン
シパル (IAM user or Role) の AWS Glue ユーザー ID に一致する値がある場合にのみ、AWS Glue Studio
ノートブックインターフェースから AWS インタラクティブセッションを作成するアクセスを提供しま
す。これらのタグの詳細については、プリンシパルキーの値のグラフが IAM ユーザーガイド に記載があ
りますので参照してください。
このポリシーは、AWS Glue Studio ノートブックインターフェイスからセッションを作成するプリン
シパル (IAM ユーザーまたはロール) にアタッチされます。また、このポリシーはプリンシパルの AWS
Glue Studio ユーザー ID と一致する「所有者」タグの値で作成された AWS Glue インタラクティブセッ
ションリソースと対話するために、AWS ノートブックへの十分なアクセスを許可しています。このポリ
シーは、セッションが作成された後に、AWS Glue セッションリソースから「所有者」タグを変更また
は削除する許可を拒否します。
• AWSGlueServiceNotebookRole — AWS Glue で作成されたノートブックで開始した AWS Glue Studio
のセッションへのアクセスを許可します。このポリシーでは、すべてのセッションのセッション情報の
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一覧表示と取得を許可しますが、ユーザーが自分の AWS ユーザー ID でタグ付けされたセッションを
作成および使用することのみを許可します。このポリシーは、自分の AWS Glue ID でタグ付けされた
AWS セッションリソースから「所有者」タグを変更または削除する許可を拒否します。
このポリシーを、AWS のノートブックインターフェイスを使用してジョブを作成する AWS Glue Studio
ユーザーに割り当ててください。
• AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess - AWS を使用する場合、AWS Management Console
Glue および SageMaker リソースへのフルアクセスを付与します。このポリシーで指定されたリソー
スの命名規則に従った場合、ユーザーは完全なコンソール機能を使用できます。このポリシーは、通常
SageMaker ノートブックを管理する AWS Glue コンソールのユーザーにアタッチされています。
• AWSGlueSchemaRegistryFullAccess – AWS Glue または AWS Management Console を使用する際の完
全なアクセス許可を、AWS CLI の Schema Registry リソースに付与します。このポリシーで指定され
たリソースの命名規則に従った場合、ユーザーは完全なコンソール機能を使用できます。このポリシー
は、通常、Schema Registry を管理する AWS Glue コンソールもしくは AWS CLI のユーザーにアタッ
チされています。
• AWSGlueSchemaRegistryReadonlyAccess – AWS Glue または AWS Management Console を使用する
際の読み取り専用アクセスを AWS CLI の Schema Registry リソースに付与します。このポリシーで指
定されたリソースの命名規則に従った場合、ユーザーは完全なコンソール機能を使用できます。このポ
リシーは、通常、Schema Registry を使用する AWS Glue コンソールまたは AWS CLI のユーザーにア
タッチされています。

Note
IAM コンソールにサインインし、特定のポリシーを検索することで、これらの許可ポリシーを確
認できます。
独自のカスタム IAM ポリシーを作成して、AWS Glue アクションとリソースのための権限を許可すること
もできます。これらのカスタムポリシーは、それらのアクセス許可が必要な IAM ユーザーまたはグループ
にアタッチできます。

AWS Glue マネージドポリシーの AWS 更新
このサービスがこれらの変更の追跡を開始してからの、AWS の AWS Glue マネージドポリシーの更新に
関する詳細を表示します。このページの変更に関する自動通知については、AWS Glue の [ドキュメントの
履歴 (p. 1119)] ページで RSS フィードを購読してください。

変更

説明

日付

新規インタラクティブセッショ
ンおよびノートブックに追加さ
れた管理ポリシー
•
•
•
•

これらのポリシーは、AWS
Glue Studio の対話型セッショ
ンとノートブックのセキュリ
ティを強化するように設計さ
AwsGlueSessionUserRestrictedServiceRole
れています。ポリシーは、所
有者だけがアクセスできるよう
AwsGlueSessionUserRestrictedPolicy
に、CreateSession API への
AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole
アクセスを制限します。
AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookPolicy

2021 年 11 月 30 日

AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess
arn:aws:s3:::aws-glue-*/ 2021 年 7 月 15 日
– 既存のポリシーへの更新
* がスクリプトと一時ファイルを
保存する際に使用する、Amazon
S3 バケットに対する読み込み/書
き込みのアクセス許可を付与す
るアクションで、冗長していた
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変更

説明

日付

リソース ARN (AWS Glue) を削
除しました。
"StringEquals" を
"ForAnyValue:StringLike"
に変更し、順序に誤りがあった
(各所の) "Effect": "Allow"
行を "Action": 行の前に移動
することにより、構文の問題を
修正しました。
AWSGlueConsoleFullAccess – 既 arn:aws:s3:::aws-glue-*/ 2021 年 7 月 15 日
存のポリシーへの更新
* がスクリプトと一時ファイルを
保存する際に使用する、Amazon
S3 バケットに対する読み込み/書
き込みのアクセス許可を付与す
るアクションで、冗長していた
リソース ARN (AWS Glue) を削
除しました。
AWS Glue は変更の追跡を開始し AWS Glue が AWS マネージドポ
ました
リシーの変更の追跡を開始しま
した。

2021 年 6 月 10 日

アクセスコントロール用の AWS Glue リソースポリ
シー
リソースポリシーは、IAM アイデンティティにではなくリソースにアタッチするためのポリシーです。た
とえば、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) では、リソースポリシーが Amazon S3 バケットに
アタッチされます。AWS Glue では、リソースポリシーを使用したデータカタログのリソースへのアクセ
スの制御をサポートしています。これらのリソースには、データベース、テーブル、接続、ユーザー定義
関数、およびこれらのリソースを操作するためのデータカタログ API が含まれます。

リソースポリシーと構文の概要
AWS Glue リソースポリシーは、Data Catalog リソースでのアクセス許可を管理する目的にのみ使用でき
ます。ジョブ、トリガー、開発エンドポイント、クローラ、または分類子など、他の AWS Glue リソース
にアタッチすることはできません。
リソースポリシーはカタログにアタッチされます。カタログとは、前述したあらゆる種類の Data Catalog
リソースに対応する仮想コンテナです。各 AWS アカウントは、AWS アカウント ID と同じカタログ ID を
持つ単一のカタログを AWS リージョンに所有しています。カタログは削除も編集もできません。
リソースポリシーは、カタログへのすべての API コールで評価されます。この場合、呼び出し元のプリン
シパルはポリシードキュメントの "Principal" ブロックに含まれているものとします。

Note
現在、リソースポリシーはカタログあたり1 つのみが許可され、サイズは 10 KB に制限されてい
ます。
JSON 形式で記述されたポリシードキュメントを使用して、リソースポリシーを作成または変更します。
ポリシー構文は、以下の例外を除いて IAM ポリシーと同じです (IAM JSON ポリシーのリファレンスを参
照)。
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• ポリシーステートメントごとに "Principal" または "NotPrincipal" ブロックが必要です。
• "Principal" または "NotPrincipal" は既存の有効な AWS ルートユーザーまたは IAM
ユーザー、ロール、またはグループを識別する必要があります。ワイルドカードパターン
(arn:aws:iam::account-id:user/* など) は使用できません。
• ポリシー内の "Resource" ブロックでは、すべてのリソースの ARN が次の正規表現構文に一致するこ
とを必要とします (最初の %s は region、2 番目の %s は account-id です)。
*arn:aws:glue:%s:%s:(\*|[a-zA-Z\*]+\/?.*)

たとえば、arn:aws:glue:us-west-2:account-id:* と arn:aws:glue:us-west-2:accountid:database/default はいずれも許可されますが、* は許可されません。
• アイデンティティベースのポリシーとは異なり、AWS Glue リソースポリシーには、このポリシーがア
タッチされているカタログに属するリソースの Amazon リソースネーム (ARN) のみを含める必要があり
ます。このような ARN は常に arn:aws:glue: で始まります。
• ポリシーでは、これを作成しているアイデンティティによるそれ以上のポリシーの作成または変更を
ロックアウトできません。
• リソースポリシーの JSON ドキュメントのサイズは 10 KB を超えることはできません。

リソースポリシーの例
以下も参照してください。
• the section called “Data Catalog リソースポリシーの追加または更新” (p. 1071)
例えば、次のポリシーがアカウント A のカタログにアタッチされている場合を考えます。このポリシーは
アカウント A のIAM アイデンティティ dev に対して、アカウント A のデータベース db1 に任意のテーブ
ルを作成するアクセス許可を付与します。また、アカウント B のルートユーザーにも同じアクセス許可を
付与します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:CreateTable"
],
"Principal": {"AWS": [
"arn:aws:iam::account-A-id:user/dev",
"arn:aws:iam::account-B-id:root"
]},
"Resource": [
"arn:aws:glue:us-east-1:account-A-id:table/db1/*",
"arn:aws:glue:us-east-1:account-A-id:database/db1",
"arn:aws:glue:us-east-1:account-A-id:catalog"
]
}
]

有効ではないリソースポリシードキュメントの例をいくつか以下に示します。
たとえば、アタッチ先のカタログのアカウントに存在しないユーザーを指定するようなポリシーは無効で
す。
{

1067

AWS Glue デベロッパーガイド
リソースポリシー

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:CreateTable"
],
"Principal": {"AWS": [
"arn:aws:iam::account-A-id:user/(non-existent-user)"
]},
"Resource": [
"arn:aws:glue:us-east-1:account-A-id:table/db1/tbl1",
"arn:aws:glue:us-east-1:account-A-id:database/db1",
"arn:aws:glue:us-east-1:account-A-id:catalog"
]
}
]

アタッチ先のカタログとは異なるアカウントのリソース ARN を含むようなポリシーは無効です。次の例
で、アタッチ先がアカウント A である場合、これは誤ったポリシーです。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:CreateTable"
],
"Principal": {"AWS": [
"arn:aws:iam::account-A-id:user/dev"
]},
"Resource": [
"arn:aws:glue:us-east-1:account-B-id:table/db1/tbl1",
"arn:aws:glue:us-east-1:account-B-id:database/db1",
"arn:aws:glue:us-east-1:account-B-id:catalog"
]
}
]

AWS Glue リソースではないリソース (この例では Amazon S3 バケット) のリソース ARN を含むようなポ
リシーは無効です。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:CreateTable"
],
"Principal": {"AWS": [
"arn:aws:iam::account-A-id:user/dev"
]},
"Resource": [
"arn:aws:glue:us-east-1:account-A-id:table/db1/tbl1",
"arn:aws:glue:us-east-1:account-A-id:database/db1",
"arn:aws:glue:us-east-1:account-A-id:catalog",
"arn:aws:s3:::bucket/my-bucket"
]
}
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}

]

AWS Glue リソースポリシー API
以下の AWS Glue Data Catalog API を使用して AWS Glue リソースポリシーの作成、取得、変更、および
削除を行うことができます。
• PutResourcePolicy (put_resource_policy) (p. 761)
• GetResourcePolicy (get_resource_policy) (p. 762)
• DeleteResourcePolicy (delete_resource_policy) (p. 763)
AWS Glue コンソールを使用してリソースポリシーを表示および編集することもできます。詳細について
は、 を参照してください。AWS Glue コンソールでデータカタログ設定を使用する (p. 78)

クロスアカウントアクセス許可の付与
アカウント間で Data Catalog のリソースへのアクセスを許可することで、抽出、変換、ロード (ETL) ジョ
ブで、異なるアカウントからデータをクエリし、そのデータを結合できるようになります。
トピック
• クロスアカウントのアクセスを許可する AWS Glue のメソッド (p. 1069)
• Data Catalog リソースポリシーの追加または更新 (p. 1071)
• クロスアカウント API コールの実行 (p. 1072)
• クロスアカウント ETL コールの実行 (p. 1072)
• CloudTrail のクロスアカウントロギング (p. 1073)
• AWS Glue リソース所有権およびオペレーション (p. 1055)
• クロスアカウントリソースの所有権および請求 (p. 1074)
• クロスアカウントアクセスの制約事項 (p. 1074)

クロスアカウントのアクセスを許可する AWS Glue のメソッド
自分のデータに対するアクセスを外部の AWS アカウントに許可するためには AWS Glue メソッドまた
は AWS Lake Formation クロスアカウント付与を使用する必要があります。AWS Glue メソッドは AWS
Identity and Access Management (IAM) ポリシーを使用して、きめ細かなアクセスコントロールを実現し
ます。Lake Formation では、リレーショナルデータベースシステムでの GRANT/REVOKE コマンドに類似
した、よりシンプルなアクセス許可 (GRANT/REVOKE) のモデルを使用します。
このセクションでは、AWS Glue メソッドの使用について説明します。Lake Formation のクロスアカ
ウント付与の使用については、AWS Lake Formation デベロッパーガイドの「Granting Lake Formation
Permissions」を参照してください。
リソースにクロスアカウントアクセスを許可するためには、2 つの AWS Glue メソッドが用意されていま
す。
• Data Catalog のリソースポリシーを使用
• IAM ロール を使用
リソースポリシーを使用してのクロスアカウントアクセスの許可
Data Catalog リソースポリシーを使用してクロスアカウントアクセスを許可するための、一般的な手順を
以下に示します。
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1. アカウント A の管理者 (または権限付与されたアイデンティティ) が、リソースポリシーをアカウント A
内の Data Catalog にアタッチします。このポリシーは、アカウント A のカタログにあるリソースに対
してオペレーションを実行するための、特定のクロスアカウントアクセス許可をアカウント B に付与し
ます。
2. アカウント B の管理者は、アカウント A から受け取ったアクセス許可を委任する、アカウント B 内の
ユーザーまたは他の IAM アイデンティティに IAM ポリシーをアタッチします。
アカウント B のユーザーまたは他のアイデンティティは、アカウント A の指定されたリソースにアク
セスできるようになりました
ユーザーには、リソース所有者 (アカウント A) およびその親アカウント (アカウントB) の両方から、リ
ソースに対するアクセス許可が付与される必要があります。
IAM ロールを使用したクロスアカウントアクセス許可の付与
以下に、IAM ロールを使用してクロスアカウントアクセスを許可する一般的な手順を示します。
1. リソースを所有するアカウント (アカウント A) 内の管理者 (または権限許可された他のアイデンティ
ティ) が IAM ロールを作成します。
2. アカウント A 内の管理者は、対象のリソースにアクセスするためのクロスアカウントアクセス許可を付
与するロールにポリシーをアタッチします。
3. アカウント A 内の管理者により、ロールへの信頼ポリシーのアタッチが行われます。このロールは、別
のアカウント (アカウント B) 内の IAM アイデンティティを、そのロールを引き受けることのできるプ
リンシパルとして識別します。
信頼ポリシーのプリンシパルに、ロールを引き受けるための AWS サービスへのアクセス許可を付与す
る場合は、このプリンシパルを AWS サービスのプリンシパルとすることができます。
4. これで、アカウント B の管理者はアカウント B の 1 つ以上の IAM アイデンティティにアクセス許可を
委任して、ロールを引き受けることを許可します。これにより、アカウント B のこれらのアイデンティ
ティに対してアカウント A のリソースに対するアクセス権が付与されます。
IAM を使用した許可の委任の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「アクセス管理」を参照して
ください。ユーザー、グループ、ロール、許可の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「アイデン
ティティ (ユーザー、グループ、ロール)」を参照してください。
この 2 つのアプローチの比較については、IAM ロールとリソースベースのポリシーとの相違点の IAM ユー
ザーガイド。AWS Glue では両方のオプションをサポートし、リソースポリシーは Data Catalog リソース
にのみアクセス権を付与できるという制限があります。
たとえば、アカウント B のユーザー Bob にアカウント A のデータベース db1 へのアクセスを許可するに
は、次のリソースポリシーをアカウント A のカタログにアタッチします。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:GetDatabase"
],
"Principal": {"AWS": [
"arn:aws:iam::account-B-id:user/Bob"
]},
"Resource": [
"arn:aws:glue:us-east-1:account-A-id:catalog",
"arn:aws:glue:us-east-1:account-A-id:database/db1"
]
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}

]

}

さらに、Bob がアカウント A の db1 に実際にアクセスする前に、アカウント B で次の IAM ポリシーを
Bob にアタッチする必要があります。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:GetDatabase"
],
"Resource": [
"arn:aws:glue:us-east-1:account-A-id:catalog",
"arn:aws:glue:us-east-1:account-A-id:database/db1"
]
}
]

Data Catalog リソースポリシーの追加または更新
コンソール、API、または AWS Glue (AWS Command Line Interface) により、AWS CLI Data Catalog の
リソースポリシーを追加したり、更新したりできます。

Important
自分のアカウントの AWS Lake Formation で、既にクロスアカウントのアクセス許可付与を作
成済みの場合は、Data Catalog のリソースポリシーを追加または更新するには追加の手順が必
要となります。詳細については、AWS Glueデベロッパーガイドの「Managing Cross-Account
Permissions Using Both AWS Lake Formation and Lake Formation」を参照してください。
Lake Formation クロスアカウント付与が存在しているかどうかを確認するに
は、glue:GetResourcePolicies API または AWS CLI を使用します。この API が既存の
Data Catalog ポリシー以外のポリシーを返した場合、Lake Formation 付与が存在します。詳細に
ついては、AWS Lake Formation デベロッパーガイドの「Viewing All Cross-Account Grants Using
the GetResourcePolicies API」を参照してください。

Data Catalog のリソースポリシーを追加または更新するには (コンソール)
1.

https://console.aws.amazon.com/glue/ で AWS Glue コンソール を開きます。
AWS Identity and Access Management (IAM) 管理ユーザー、または glue:PutResourcePolicy ア
クセス許可を持つユーザーとしてサインインします。

2.

ナビゲーションペインで [Settings] (設定) を選択します。

3.

[Data catalog settings] (データカタログ設定) ページの [Permissions] (アクセス許可) の下にあるテキス
ト欄に、リソースポリシーを貼り付けます。次に、[Save] (保存) を選択します。
ポリシー内のアクセス許可が、Lake Formation を使用して付与されたアクセス許可に追加されること
を示す警告がコンソールに表示される場合は、[Proceed] (続行する) をクリックします。

Data Catalog のリソースポリシーを追加または更新するには (AWS CLI)
•

aws glue put-resource-policy コマンドを送信します。Lake Formation・グラントが既に存在
する場合には、--enable-hybrid オプションに値 'TRUE' を設定する必要があります。
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このコマンドの使用例については、「AWS Glue リソースベースのアクセスコントロールポリシーの
例 (p. 1090)」を参照してください。

クロスアカウント API コールの実行
すべての AWS Glue Data Catalog オペレーションに CatalogId フィールドがあります。クロスアカ
ウントアクセスを有効にするために必要なアクセス許可が付与済みであれば、複数のアカウントをまた
いで Data Catalog API を呼び出すことが可能です。呼び出し元は、ターゲット AWS アカウント ID を
CatalogId で渡すことで、ターゲットアカウントのリソースに対するアクセスを実行します。
CatalogId 値を指定しない場合、AWS Glue はデフォルトで発信者自身のアカウント ID を使用するた
め、コールはクロスアカウントにはなりません。

クロスアカウント ETL コールの実行
一部の AWS Glue PySpark および Scala API には、カタログ ID フィールドがあります。クロスアカウン
トアクセスを有効にする、すべての必要なアクセス許可が付与されていれば、ETL ジョブはアカウントを
またがって、PySpark および Scala による API オペレーション呼び出しを行えます。これには、ターゲッ
トアカウント内の Data Catalog リソースにアクセスするように、ターゲットの AWS アカウント ID をカ
タログ ID フィールドで指定し受け渡す必要があります、
カタログ ID 値を指定しない場合、AWS Glue はデフォルトで発信者自身のアカウント ID を使用するた
め、コールはクロスアカウントにはなりません。
catalog_id をサポートする PySpark API については、「 GlueContext クラス (p. 574)」を参照してくだ
さい。catalogId をサポートする Scala API については、「AWS Glue Scala GlueContext API (p. 652)」
を参照してください。
次の例は、ETL ジョブを実行するために被付与者に必要となるアクセス許可を示しています。この例
で、grantee-account-id はジョブを実行するクライアントの catalog-id、grantor-account-id
はリソースの所有者です。この例では、権限付与者のアカウントにあるすべてのカタログリソースに対
するアクセス許可を付与します。付与されたリソースの範囲を制限するには、カタログ、データベース、
テーブル、および接続の特定の ARN を指定できます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:GetConnection",
"glue:GetDatabase",
"glue:GetTable",
"glue:GetPartition"
],
"Principal": {"AWS": ["arn:aws:iam::grantee-account-id:root"]},
"Resource": [
"arn:aws:glue:us-east-1:grantor-account-id:*"
]
}
]

Note
権限付与者のアカウントのテーブルで Amazon S3 の場所を指しており、この場所が権限付与者
のアカウントにも含まれる場合、被付与者のアカウントで ETL ジョブを実行するために使用する
IAM ロールには、権限付与者のアカウントからオブジェクトをリスト化し取得するための、アク
セス許可が必要となります。
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アカウント A のクライアントが ETL ジョブを作成して実行するアクセス許可をすでに付与されている場
合、クロスアカウントアクセスのために ETL ジョブをセットアップする基本的な手順は次のとおりです。
1.

2.

クロスアカウントのデータアクセスを許可します (Amazon S3 クロスアカウントアクセスがセット
アップ済みである場合は、このステップをスキップします)。
a.

アカウント B の Amazon S3 バケットポリシーを更新して、アカウント A からのクロスアカウン
トアクセスを許可します。

b.

アカウント A の IAM ポリシーを更新して、アカウント B のバケットへのアクセスを許可しま
す。

Data Catalog へのクロスアカウントアクセスを許可します
a.

アカウント B の Data Catalog にアタッチされたリソースポリシーを作成または更新して、アカウ
ント A からのアクセスを許可します。

b.

アカウント A の IAM ポリシーを更新して、アカウント B の Data Catalog へのアクセスを許可し
ます。

CloudTrail のクロスアカウントロギング
AWS Glue の抽出、変換、ロード (ETL) ジョブが、AWS Lake Formation クロスアカウント付与を介して
共有された Data Catalog テーブルの基板となるデータにアクセスする際には、AWS CloudTrail ログ記録
に追加的な動作が発生します。
この点を考えるために、テーブルを共有する AWS アカウントは所有者アカウントであり、テーブルの共
有先アカウントは受け取りアカウントとします。受け取りアカウントの ETL ジョブが、所有者アカウント
内のテーブルにあるデータにアクセスすると、データアクセス の CloudTrail イベントが受け取りアカウン
トのログに追加され、同時にこのイベントは、所有者アカウントの CloudTrail ログにもコピーされます。
これは、所有者アカウントが、さまざまな受け取りアカウントによるデータアクセスを追跡できるように
するためです。デフォルトでは、CloudTrail イベントには、人間が読める形式のプリンシパル ID (プリン
シパル ARN) は含まれていません。受け取りアカウントの管理者は、ログにプリンシパル ARN を含める
ようにオプトインできます。
詳細については、AWS Lake Formationデベロッパーガイドの「Cross-Account CloudTrail Logging」を参
照してください。

以下も参照してください。
• the section called “ログ記録とモニタリング” (p. 1095)

AWS Glue リソース所有権およびオペレーション
AWS アカウントは、誰が AWS Glue Data Catalog リソースを作成したかにかかわらず、そのアカウント
で作成された リソースを所有します。具体的なリソース所有者とは、以下に示すようなリソースの作成リ
クエストの認証を行う、プリンシパルエンティティ (AWS アカウントルートユーザー、IAM ユーザー、ま
たは IAM ロール) の AWS アカウントです。
• AWS アカウントのルートユーザーの認証情報を使用して Data Catalog のテーブルを作成した場合、こ
の AWS アカウントがリソースの所有者となります。
• AWS アカウントに IAM ユーザーを作成し、そのユーザーに対してテーブル作成のためのアクセス許可
を付与すると、そのユーザーが作成するすべてのテーブルは、そのユーザーが属する AWS アカウント
によって所有されます。
• テーブルを作成するためのアクセス許可を持つ AWS アカウントに IAM ロールを作成する場合は、ロー
ルを引き受けることのできるいずれのユーザーもテーブルを作成できます。その場合でも、引き受けた
ロールで作成されたテーブルリソースは、この AWS アカウントにより所有されます。
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サービスは、AWS Glue リソースごとにリソースに適用する一連の API オペレーションを定義します。
こうした API オペレーションへの許可を付与するために、AWS Glue はポリシーに定義できる一連のア
クションを定義します。一部の API オペレーションは、API オペレーションを実行するために複数のアク
ションに対するアクセス許可を要求できます。

クロスアカウントリソースの所有権および請求
例えば、AWS アカウント (アカウント A) のユーザーが、別のアカウント (アカウント B) にデータベース
などの新しいリソースを作成すると、このリソースは、リソースの作成先のアカウントであるアカウント
B に所有されます。アカウント B の管理者は、新しいリソースにアクセスする完全なアクセス許可を自動
的に取得します。これには、読み取り、書き込み、および第 3 のアカウントに対するアクセス許可の付与
が含まれます。アカウント A のユーザーは、アカウント B によって付与された適切なアクセス許可を持っ
ている場合のみ、前の手順で作成したリソースにアクセスできます。
ストレージコストおよび新しいリソースに直接関連するその他のコストは、リソース所有者であるアカウ
ント B に請求されます。リソースを作成したユーザーからのリクエストのコストは、リクエスタのアカウ
ントであるアカウント A に請求されます。
AWS Glue での請求と料金の詳細については、「How AWS Pricing Works」を参照してください。

クロスアカウントアクセスの制約事項
AWS Glue クロスアカウントアクセスには、次の制約事項があります。
• リージョンが AWS Glue をサポートする前に、Amazon Athena または Amazon Redshift Spectrum を
使用してデータベースとテーブルを作成し、リソースオーナーアカウントが Amazon Athena データカ
タログを AWS Glue に移行していない場合、AWS Glue へのクロスアカウントアクセスは許可されませ
ん。現在の移行ステータスは GetCatalogImportStatus (get_catalog_import_status) (p. 823) を使用して
確認できます。Athena カタログを AWS Glue に移行する方法の詳細については、Amazon Athena ユー
ザーガイドの「AWS Glue Data Catalog ステップバイステップへのアップグレード」を参照してくださ
い。
• クロスアカウントアクセスは、データベース、テーブル、ユーザー定義関数、接続などの Data Catalog
リソースでのみサポートされています。
• AWS Glue クローラーを使用した場合、データカタログへのクロスアカウントによるアクセスはサポー
トされません。
• Athena DataCatalog リソースからデータカタログへのクロスアカウントアクセスには、カタログを
Athena として登録する必要があります。手順については、Amazon Athena ユーザーガイドの「他のア
カウントから AWS Glue Data Catalog を登録する」を参照してください。

AWS Glue リソース ARN の指定
AWS Glue では、AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーを使用してリソースへのアクセス
を制御できます。ポリシーで Amazon リソースネーム (ARN) を使用して、ポリシーを適用するリソースを
識別します。AWS Glue のすべてのリソースで ARN がサポートされているわけではありません。
トピック
• データカタログの ARN (p. 1075)
• AWS Glue にあるカタログ以外のオブジェクトの ARN (p. 1076)
• AWS Glue のカタログ以外の単一の API オペレーション (p. 1077)
• 複数の項目を取得する AWS Glue のカタログ以外の API オペレーションのアクセスコントロー
ル (p. 1078)
• AWS Glue のカタログ以外のバッチ取得 API オペレーションのアクセス制御 (p. 1078)
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データカタログの ARN
Data Catalog リソースには、catalog をルートとする階層構造があります。
arn:aws:glue:region:account-id:catalog

各 AWS アカウントは、カタログ ID として 12 桁のアカウント ID を使用する単一の Data Catalog
を、AWS リージョン内に持っています。リソースには、次の表に示すように、一意の ARN が関連付けら
れています。
リソースタイプ:

ARN 形式

カタログ

arn:aws:glue:region:account-id:catalog
例: arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:catalog

データベース

arn:aws:glue:region:account-id:database/database name
例: arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:database/db1

テーブル

arn:aws:glue:region:account-id:table/database name/table
name
例: arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:table/db1/tbl1

ユーザー定義関数

arn:aws:glue:region:accountid:userDefinedFunction/database name/user-defined
function name
例: arn:aws:glue:useast-1:123456789012:userDefinedFunction/db1/func1

Connection

arn:aws:glue:region:account-id:connection/connection name
例: arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:connection/
connection1

きめ細かなアクセスコントロールを有効にするには、IAM ポリシーとリソースポリシーでこれらの ARN
を使用して、特定のリソースへのアクセス許可を付与または拒否します。ポリシーではワイルドカードを
使用できます。たとえば、次の ARN はデータベース default のすべてのテーブルと一致します。
arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:table/default/*

Important
Data Catalog リソースで実行されるすべてのオペレーションには、リソースとその継承元すべて
に対するアクセス許可が必要です。たとえば、テーブルのパーティションを作成するには、テー
ブル、データベース、およびテーブルが存在するカタログに対するアクセス許可が必要です。以
下に、Data Catalog のデータベース PrivateDatabase 内のテーブル PrivateTable で、パー
ティションを作成するのに必要なアクセス許可の例を示します。
{

"Sid": "GrantCreatePartitions",
"Effect": "Allow",
"Action": [
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}

"glue:BatchCreatePartitions"
],
"Resource": [
"arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:table/PrivateDatabase/PrivateTable",
"arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:database/PrivateDatabase",
"arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:catalog"
]

リソースとそのすべての祖先のアクセス許可に加えて、すべての削除オペレーションにはそのリ
ソースのすべての子のアクセス許可が必要です。たとえば、データベースを削除するには、デー
タベースおよびデータベースが存在するカタログに加えて、データベース内のすべてのテーブル
およびユーザー定義関数に対するアクセス許可が必要です。以下は、Data Catalog でデータベー
ス PrivateDatabase を削除するのに必要なアクセス許可の例です。
{

}

"Sid": "GrantDeleteDatabase",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:DeleteDatabase"
],
"Resource": [
"arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:table/PrivateDatabase/*",
"arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:userDefinedFunction/PrivateDatabase/*",
"arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:database/PrivateDatabase",
"arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:catalog"
]

要約すると、Data Catalog リソースに対するアクションは、以下のアクセス許可のルールに従い
ます。
• カタログに対するアクションには、カタログのみに対するアクセス許可が必要です。
• データベースに対するアクションには、データベースおよびカタログに対するアクセス許可が
必要です。
• データベースに対する削除アクションには、データベースとカタログに対するアクセス許可に
加えて、データベース内のすべてのテーブルおよびユーザー定義関数に対するアクセス許可も
必要です。
• テーブル、パーティション、またはテーブルバージョンに対するアクションには、テーブル、
データベース、およびカタログに対するアクセス許可が必要です。
• ユーザー定義関数に対するアクションには、ユーザー定義関数、データベース、およびカタロ
グに対するアクセス許可が必要です。
• 接続に対するアクションには、接続およびカタログに対するアクセス許可が必要です。

AWS Glue にあるカタログ以外のオブジェクトの ARN
一部の AWS Glue リソースによって、ARN を使用してアクセスをコントロールするリソースレベルの許可
が付与されます。IAM ポリシーでこれらの ARN を使用して、きめ細かなアクセスコントロールを有効に
します。次の表は、リソース ARN を含むことができるリソースの一覧です。
リソースタイプ:

ARN 形式

Crawler

arn:aws:glue:region:account-id:crawler/crawler-name
例: arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:crawler/mycrawler
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リソースタイプ:

ARN 形式

Job

arn:aws:glue:region:account-id:job/job-name
例: arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:job/testjob

[Trigger] (トリガー)

arn:aws:glue:region:account-id:trigger/trigger-name
例: arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:trigger/
sampletrigger

開発エンドポイント

arn:aws:glue:region:account-id:devEndpoint/developmentendpoint-name
例: arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:devEndpoint/
temporarydevendpoint

機械学習変換

arn:aws:glue:region:account-id:mlTransform/transform-id
例: arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:mlTransform/
tfm-1234567890

AWS Glue のカタログ以外の単一の API オペレーション
AWS Glue のカタログ以外の単一の API オペレーションは、単一の項目 (開発エンドポイント) で動作しま
す。例は、GetDevEndpoint, CreateUpdateDevEndpoint および UpdateDevEndpoint です。これ
らのオペレーションでは、ポリシーは API 名を "action" ブロックに、リソース ARN を "resource"
ブロックに置く必要があります。
GetDevEndpoint オペレーションの呼び出しをユーザーに許可するとします。次のポリシー
は、myDevEndpoint-1 という名前のエンドポイントに必要最小限のアクセス許可を付与します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "MinimumPermissions",
"Effect": "Allow",
"Action": "glue:GetDevEndpoint",
"Resource": "arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:devEndpoint/myDevEndpoint-1"
}
]

次のポリシーは、ワイルドカード (*) を使用して myDevEndpoint- と一致するリソースへのアクセスを
UpdateDevEndpoint に許可します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "PermissionWithWildcard",
"Effect": "Allow",
"Action": "glue:UpdateDevEndpoint",
"Resource": "arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:devEndpoint/myDevEndpoint-*"
}
]
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次の例のように 2 つのポリシーを組み合わせることができます。名前が A で始まるすべての開発エンドポ
イントに対して EntityNotFoundException が表示される場合があります。一方、その他の開発エンド
ポイントにアクセスしようとすると、アクセス拒否エラーが表示されます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "CombinedPermissions",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:UpdateDevEndpoint",
"glue:GetDevEndpoint"
],
"Resource": "arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:devEndpoint/A*"
}
]

複数の項目を取得する AWS Glue のカタログ以外の API オペ
レーションのアクセスコントロール
一部の AWS Glue API オペレーション (GetDevEndpoints など) は、複数の項目 (複数の開発エンドポイ
ントなど) を取得します。このオペレーションでは、特定の ARN ではなく、ワイルドカード (*) リソース
のみを指定できます。
たとえば、GetDevEndpoints をポリシーに含めるには、リソースの範囲をワイルドカード (*) に限
定する必要があります。単一のオペレーション (GetDevEndpoint、CreateDevEndpoint、および
DeleteDevendpoint) の範囲も、例のすべての (*) リソースに限定されます。
{

}

"Sid": "PluralAPIIncluded",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:GetDevEndpoints",
"glue:GetDevEndpoint",
"glue:CreateDevEndpoint",
"glue:UpdateDevEndpoint"
],
"Resource": [
"*"
]

AWS Glue のカタログ以外のバッチ取得 API オペレーションのア
クセス制御
一部の AWS Glue API オペレーション (BatchGetDevEndpoints など) は、複数の項目 (複数の開発エン
ドポイントなど) を取得します。このオペレーションでは、アクセス可能なリソースの範囲を制限するた
めに ARN を指定できます。
たとえば、特定の開発エンドポイントへのアクセスを許可するには、そのリソース ARN を指定して
BatchGetDevEndpoints をポリシーに含めます。
{

"Sid": "BatchGetAPIIncluded",
"Effect": "Allow",

1078

AWS Glue デベロッパーガイド
ポリシーの例
"Action": [
"glue:BatchGetDevEndpoints"
],
"Resource": [
"arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:devEndpoint/de1"
]

}

このポリシーでは、de1 という名前の開発エンドポイントに正常にアクセスできます。ただし、de2 とい
う名前の開発エンドポイントにアクセスしようとすると、エラーが返されます。

An error occurred (AccessDeniedException) when calling the BatchGetDevEndpoints operation:
No access to any requested resource.

Important
List や BatchGet API オペレーションを使用するなど、IAM ポリシーを設定するための別の方
法については、「タグ付きの AWS Glue ID ベース (IAM) アクセス制御ポリシーの例 (p. 1084)」
を参照してください。

AWS Glue アクセスコントロールポリシーの例
このセクションでは、アイデンティティベースの (IAM) アクセスコントロールポリシーと、AWS Glue リ
ソースポリシーの両方の例を示します。
トピック
• AWS Glue アイデンティティベースの (IAM) アクセスコントロールポリシーの例 (p. 1079)
• タグ付きの AWS Glue ID ベース (IAM) アクセス制御ポリシーの例 (p. 1084)
• AWS Glue リソースベースのアクセスコントロールポリシーの例 (p. 1090)

AWS Glue アイデンティティベースの (IAM) アクセスコントロー
ルポリシーの例
このセクションでは、さまざまな AWS Identity and Access Management アクションとリソースへのアク
セス許可を付与する AWS Glue (IAM) ポリシーの例を示します。これら例は、IAM コンソール上にコピー
して編集できます。その後、ユーザー、ロール、グループなどの IAM アイデンティティにアタッチしま
す。

Note
これらの例はすべて us-west-2 リージョンを使用します。これは、使用している任意の AWS
リージョンで置き換えることが可能です。

例 1 : デーブルに対する読み取り専用アクセス許可の付与
次のポリシーは、データベース db1 の books テーブルに対する読み取り専用アクセス許可を付与しま
す。Amazon リソースネーム (ARN) の詳細については、「データカタログの ARN (p. 1075)」を参照して
ください。
{

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

}

]

}

"Sid": "GetTablesActionOnBooks",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:GetTables",
"glue:GetTable"
],
"Resource": [
"arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:catalog",
"arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:database/db1",
"arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:table/db1/books"
]

このポリシーでは db1 という名前のデータベースにある books という名前のテーブルへの読み取り専用
許可を付与します。テーブルに Get アクセス許可を付与するには、カタログとデータベースリソースに対
しても同じアクセス許可が必要です。
次のポリシーは、データベース db1 にテーブル tb1 を作成するための必要最小限のアクセス許可を付与
します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:CreateTable"
],
"Resource": [
"arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:table/db1/tbl1",
"arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:database/db1",
"arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:catalog"
]
}
]

例 2: GetTables アクセス許可によるテーブルのフィルタリング
データベース db1 内に、customers、stores、および store_sales の 3 つのテーブルがあると
します。次のポリシーは、GetTables アクセス許可を stores および store_sales に付与します
が、customers には付与しません。このポリシーで GetTables を呼び出すと、結果には 2 つの認可さ
れたテーブルのみが含まれます (customers テーブルは返されません)。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "GetTablesExample",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:GetTables"
],
"Resource": [
"arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:catalog",
"arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:database/db1",
"arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:table/db1/store_sales",
"arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:table/db1/stores"
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}

]

}

]

store* を使用して store で始まる任意のテーブル名に一致させることで、前述のポリシーを簡素化でき
ます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "GetTablesExample2",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:GetTables"
],
"Resource": [
"arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:catalog",
"arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:database/db1",
"arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:table/db1/store*"
]
}
]

同様に、/db1/* を使用して db1 内のすべてのテーブルと一致させることで、次のポリシーによって db1
内のすべてのテーブルへのアクセスが GetTables に付与されます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "GetTablesReturnAll",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:GetTables"
],
"Resource": [
"arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:catalog",
"arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:database/db1",
"arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:table/db1/*"
]
}
]

テーブルの ARN を指定しない場合、GetTables の呼び出しは成功しますが、空のリストが返されます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "GetTablesEmptyResults",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:GetTables"
],
"Resource": [
"arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:catalog",
"arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:database/db1"
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}

]

}

]

ポリシーでデータベースの ARN が欠落している場合は、 GetTables の呼び出しが失敗して
AccessDeniedException が発生します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "GetTablesAccessDeny",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:GetTables"
],
"Resource": [
"arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:catalog",
"arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:table/db1/*"
]
}
]

例 3: テーブルとすべてのパーティションへのフルアクセスの付与
次のポリシーは、データベース db1 で books という名前のテーブルのすべての許可を付与します。これ
には、テーブル自体、テーブルのアーカイブされたバージョン、テーブルのすべてのパーティションでの
読み込みおよび書き込みアクセス許可が含まれます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "FullAccessOnTable",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:CreateTable",
"glue:GetTable",
"glue:GetTables",
"glue:UpdateTable",
"glue:DeleteTable",
"glue:BatchDeleteTable",
"glue:GetTableVersion",
"glue:GetTableVersions",
"glue:DeleteTableVersion",
"glue:BatchDeleteTableVersion",
"glue:CreatePartition",
"glue:BatchCreatePartition",
"glue:GetPartition",
"glue:GetPartitions",
"glue:BatchGetPartition",
"glue:UpdatePartition",
"glue:DeletePartition",
"glue:BatchDeletePartition"
],
"Resource": [
"arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:catalog",
"arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:database/db1",
"arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:table/db1/books"
]
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}

]

}

前述のポリシーは、実際に次のように簡素化できます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "FullAccessOnTable",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:*Table*",
"glue:*Partition*"
],
"Resource": [
"arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:catalog",
"arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:database/db1",
"arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:table/db1/books"
]
}
]

きめ細かなアクセスコントロールの最小粒度はテーブルレベルであることに注意してください。つまり、
テーブル内の一部のパーティションへのアクセス許可をユーザーに付与できませんが、他のパーティショ
ンには付与できます。また、一部のテーブルの列には付与できませんが、他のテーブルの列には付与でき
ます。ユーザーはすべてのテーブルへのアクセス許可を持っているか、どのアクセス許可も持っていませ
ん。

例 4: 名前のプレフィックスと明示的な拒否によるアクセスの制御
ここでは、AWS Glue Data Catalog 内にあるデータベースとテーブルが、名前のプレフィックスを使用し
て整理されていると想定します。開発ステージのデータベースには、名前のプレフィックス dev- があり
ます。実稼働環境のデータベースには、名前のプレフィックス prod- があります。次のポリシーを使用し
て、開発者に dev- プレフィックスがある、すべてのデータベース、テーブル、UDF などへのフルアクセ
スを付与できます。ただし、prod- プレフィックスを使用して、すべての読み取り専用アクセス許可を付
与します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "DevAndProdFullAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:*Database*",
"glue:*Table*",
"glue:*Partition*",
"glue:*UserDefinedFunction*",
"glue:*Connection*"
],
"Resource": [
"arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:catalog",
"arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:database/dev-*",
"arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:database/prod-*",
"arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:table/dev-*/*",
"arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:table/*/dev-*",
"arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:table/prod-*/*",
"arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:table/*/prod-*",
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},
{

}

]

}

]

"arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:userDefinedFunction/dev-*/*",
"arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:userDefinedFunction/*/dev-*",
"arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:userDefinedFunction/prod-*/*",
"arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:userDefinedFunction/*/prod-*",
"arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:connection/dev-*",
"arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:connection/prod-*"

"Sid": "ProdWriteDeny",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"glue:*Create*",
"glue:*Update*",
"glue:*Delete*"
],
"Resource": [
"arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:database/prod-*",
"arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:table/prod-*/*",
"arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:table/*/prod-*",
"arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:userDefinedFunction/prod-*/*",
"arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:userDefinedFunction/*/prod-*",
"arn:aws:glue:us-west-2:123456789012:connection/prod-*"
]

前述のポリシーの 2 番目のステートメントは、明示的な deny を使用します。明示的な deny を使用し
て、プリンシパルに付与された任意の allow アクセス許可を上書きできます。これにより、重要なリソー
スへのアクセスをロックダウンして、別のポリシーによって重要なリソースへのアクセスが誤って付与さ
れることを防ぐことができます。
前述の例では、最初のステートメントによって prod- リソースへのフルアクセスが付与されています
が、2 番目のステートメントによって明示的にリソースへの書き込みアクセスが取り消され、prod- リ
ソースへの読み取りアクセスのみが残されています。

タグ付きの AWS Glue ID ベース (IAM) アクセス制御ポリシーの
例
このセクションでは、さまざまな AWS Identity and Access Management アクションおよびリソースに対
するアクセス許可を制御するための、タグ付きの AWS Glue (IAM) ポリシーの例を示します。これら例
は、IAM コンソール上にコピーして編集できます。その後、ユーザー、ロール、グループなどの IAM アイ
デンティティにアタッチします。
タグを添付し、IAM ポリシーで resourceTag 条件を指定することで、クローラ、ジョブ、トリガー、お
よび開発エンドポイントへのアクセスをコントロールできます。

タグを使用したアクセスコントロールの例
たとえば、お使いのアカウントの Tom という名前の特定のユーザーに対して、トリガー t2 へのアクセ
スを制限するとします。その他すべてのユーザー (Sam など) は、トリガー t1 にアクセスできます。トリ
ガー t1 と t2 には、以下のプロパティがあります。
aws glue get-triggers
{
"Triggers": [
{
"State": "CREATED",
"Type": "SCHEDULED",
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},
{

}

]

}

"Name": "t1",
"Actions": [
{
"JobName": "j1"
}
],
"Schedule": "cron(0 0/1 * * ? *)"
"State": "CREATED",
"Type": "SCHEDULED",
"Name": "t2",
"Actions": [
{
"JobName": "j1"
}
],
"Schedule": "cron(0 0/1 * * ? *)"

AWS Glue 管理者は、トリガー t2にタグ値 Tom (aws:resourceTag/Name": "Tom") を添付しまし
た。AWS Glue 管理者は、タグに基づく条件ステートメントを使用して Tom に IAM ポリシーも提供しま
した。その結果、Tom はタグ値 Tom を持つリソースを対象とした AWS Glue オペレーションのみ使用で
きます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "glue:*",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:resourceTag/Name": "Tom"
}
}
}
]

Tom がトリガー t1 にアクセスしようとすると、アクセス拒否メッセージが返されます。一方、トリガー
t2 は正常に取得できます。
aws glue get-trigger --name t1
An error occurred (AccessDeniedException) when calling the GetTrigger operation:
User: Tom is not authorized to perform: glue:GetTrigger on resource: arn:aws:glue:useast-1:123456789012:trigger/t1
aws glue get-trigger --name t2
{
"Trigger": {
"State": "CREATED",
"Type": "SCHEDULED",
"Name": "t2",
"Actions": [
{
"JobName": "j1"
}
],
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}

}

"Schedule": "cron(0 0/1 * * ? *)"

この API オペレーションではタグのフィルターがサポートされていないため、Tom は複数の
GetTriggers API を使用してトリガーを一覧表示することはできません。
Tom に GetTriggers へのアクセス権を与えるには、AWS Glue 管理者はアクセス許可を 2 つのセクショ
ンに分割するポリシーを作成します。1 つのセクションでは、GetTriggers API オペレーションを使用
してすべてのトリガーにアクセスすることを Tom に許可します。2 番目のセクションでは、Tom という
値でタグ付けされている API オペレーションにアクセスすることを Tom に許可します。このポリシーで
は、Tom はトリガー t2 に対する GetTriggers と GetTrigger の両方のアクセスが許可されます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "glue:GetTriggers",
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "glue:*",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:resourceTag/Name": "Tom"
}
}
}
]

拒否付きタグを使用したアクセスコントロールの例
リソースポリシーを記述するもう 1 つの方法は、リソースへのアクセスを明示的に拒否することです。た
とえば、Arnav はスペシャルチームの一部であるとします。AWS Glue ジョブリソースのすべてに Team
キーと Special 値がタグ付けされています。管理者は、次のポリシーをアイデンティティにアタッチ
すると、スペシャルチームとしてタグ付けされたジョブを除くすべてのジョブにアクセスできます。ポ
リシーの最初のセクションでは、すべての AWS Glue ジョブオペレーションが許可されています。ただ
し、2 番目のセクションでは、スペシャルチームでタグ付けされたジョブへのアクセスは拒否されます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "glue:*",
"Resource": "arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:job/*"
},
{
"Effect": "Deny",
"Action": "glue:*",
"Resource": "arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:job/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:ResourceTag/Team": "Special"
}
}
}
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}

]

前の例と同じトリガーを使用して、Sam はトリガー t1 にはアクセスできますが、トリガー t2 にはアク
セスできません。次の例は、Sam が t1 と t2 にアクセスしようとしたときの結果を示しています。
aws glue get-trigger --name t1
{
"Trigger": {
"State": "CREATED",
"Type": "SCHEDULED",
"Name": "t1",
"Actions": [
{
"JobName": "j1"
}
],
"Schedule": "cron(0 0/1 * * ? *)"
}
}
aws glue get-trigger

--name t2

An error occurred (AccessDeniedException) when calling the GetTrigger operation:
User: Sam is not authorized to perform: glue:GetTrigger on resource: arn:aws:glue:useast-1:123456789012:trigger/t2 with an explicit deny

Important
明示的な拒否ポリシーは、複数の API に対しては機能しません。トリガー t2 にタグ値 Tom を添
付しても、Sam は依然として GetTriggers を呼び出してトリガー t2 を表示できます。このた
め、管理者は GetTriggers API オペレーションへのアクセスを許可し ない場合があります。次
の例は、Sam が GetTriggers API を実行したときの結果を示しています。
aws glue get-triggers
{
"Triggers": [
{
"State": "CREATED",
"Type": "SCHEDULED",
"Name": "t1",
"Actions": [
{
"JobName": "j1"
}
],
"Schedule": "cron(0 0/1 * * ? *)"
},
{
"State": "CREATED",
"Type": "SCHEDULED",
"Name": "t2",
"Actions": [
{
"JobName": "j1"
}
],
"Schedule": "cron(0 0/1 * * ? *)"
}
]
}

1087

AWS Glue デベロッパーガイド
ポリシーの例

リストおよびバッチ API オペレーションでタグを使用したアクセスコントロール
の例
リソースポリシーを書き込む 3 つ目の方法としては、List API オペレーションを使用してリソースにア
クセスし、タグ値のリソースを一覧表示することを許可します。次に、対応する Batch API オペレーショ
ンを使用して、特定のリソースの詳細にアクセスすることを許可します。この方法では、管理者は複数形
の GetCrawlers、GetDevEndpoints、GetJobs、または GetTriggers API オペレーションへのアク
セスを許可する必要がありません。代わりに、次の API オペレーションを使用してリソースを一覧表示す
ることを許可できます。
• ListCrawlers
• ListDevEndpoints
• ListJobs
• ListTriggers
また、以下の API オペレーションを使用して、個々のリソースに関する詳細を取得することを許可できま
す。
• BatchGetCrawlers
• BatchGetDevEndpoints
• BatchGetJobs
• BatchGetTriggers
管理者は、この方法を使用して、次の操作を実行できます。
1. クローラ、開発エンドポイント、ジョブ、およびトリガーにタグを追加します。
2. GetCrawlers、GetDevEndponts、GetJobs、および GetTriggers などの Get API オペレーショ
ンへのユーザーアクセスを拒否します。
3. アクセスできるタグ付きリソースをユーザーが見つけられるようにするに
は、ListCrawlers、ListDevEndponts、ListJobs、および ListTriggers などの List API オ
ペレーションへのユーザーアクセスを許可します。
4. TagResource や UntagResource などの AWS Glue タグ付け API へのユーザーアクセスを拒否しま
す。
5. BatchGetCrawlers、BatchGetDevEndponts、BatchGetJobs、および BatchGetTriggers など
の BatchGet API オペレーションを使用して、リソースの詳細に対するアクセスをユーザーに許可しま
す。
たとえば、ListCrawlers オペレーションを呼び出すときに、ユーザー名と一致するタグ値を指定しま
す。結果として、指定したタグ値と一致するクローラのリストが返されます。指定されたタグを持つ各ク
ローラの詳細を取得するには、BatchGetCrawlers に名前のリストを提供します。
たとえば、Tom が Tom でタグ付けされたトリガーの詳細のみを取得できるようにする必要がある場合、
管理者は、Tom のトリガーにタグを追加したり、GetTriggers API オペレーションへのアクセスをすべ
てのユーザーに拒否したり、ListTriggers および BatchGetTriggers へのすべてのユーザーへのア
クセスを許可できます。次に示すのは、AWS Glue 管理者が Tom に付与するリソースポリシーです。ポリ
シーの最初のセクションでは、AWS Glue API オペレーションは GetTriggers に対して拒否されていま
す。ポリシーの 2 番目のセクションでは、ListTriggers がすべてのリソースに対して許可されていま
す。ただし、3 番目のセクションでは、Tom でタグ付けされたリソースは BatchGetTriggers アクセス
でアクセスが許可されています。
{

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

},
{

},
{

}

]

}

"Effect": "Deny",
"Action": "glue:GetTriggers",
"Resource": "*"
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:ListTriggers"
],
"Resource": [
"*"
]
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:BatchGetTriggers"
],
"Resource": [
"*"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:resourceTag/Name": "Tom"
}
}

前の例と同じトリガーを使用して、Tom はトリガー t2 にはアクセスできますが、トリガー t1 にはアク
セスできません。次の例は、Tom が BatchGetTriggers で t1 と t2 にアクセスしようとしたときの結
果を示しています。
aws glue batch-get-triggers --trigger-names t2
{
"Triggers": {
"State": "CREATED",
"Type": "SCHEDULED",
"Name": "t2",
"Actions": [
{
"JobName": "j2"
}
],
"Schedule": "cron(0 0/1 * * ? *)"
}
}
aws glue batch-get-triggers

--trigger-names t1

An error occurred (AccessDeniedException) when calling the BatchGetTriggers operation: No
access to any requested resource.

次の例は、Tom が同じ BatchGetTriggers 呼び出しでトリガー t2 とトリガー t3 (存在しない) の両方
にアクセスしようとしたときの結果を示しています。Tom は t2 をトリガーするアクセス権を持ってお
り、それが存在するため、t2 のみが返されることに注意してください。Tom はトリガー t3 へのアクセ
スを許可されていますが、トリガー t3 は存在しないため、t3 はレスポンスの "TriggersNotFound":
[] のリストで返されます。
aws glue batch-get-triggers --trigger-names t2 t3
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{

}

"Triggers": {
"State": "CREATED",
"Type": "SCHEDULED",
"Name": "t2",
"Actions": [
{
"JobName": "j2"
}
],
"TriggersNotFound": ["t3"],
"Schedule": "cron(0 0/1 * * ? *)"
}

AWS Glue リソースベースのアクセスコントロールポリシーの例
このセクションでは、クロスアカウントアクセスを付与するポリシーを含むリソースポリシーの例を紹介
します。

Important
AWS Glue リソースポリシーを変更することで、アカウント内の既存の AWS Glue ユーザーのア
クセス許可を誤って取り消したり、予期しない障害が発生したりする場合があります。これらの
例は開発やテストアカウントでのみ試して、変更を行う前に既存のワークフローを壊さないこと
を確認します。

Note
IAM ポリシーと AWS Glue リソースポリシーが、それぞれ反映されるまでには数秒かかります。
新しいポリシーをアタッチした後、新しいポリシーがシステム全体に反映されるまで古いポリ
シーが有効なままの場合があります。
次の例では、AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して AWS Glue サービス API を操作しま
す。AWS Glue コンソール、または AWS SDK のいずれかを使用して、これと同じオペレーションを実行
できます。

AWS CLI をセットアップする方法
1.

AWS コマンドラインインターフェイスユーザーガイドの「AWS Command Line Interface のインス
トール」の手順に従って、AWS CLI をインストールします。

2.

「Configuration and Credential Files」の手順に従って AWS CLI を設定します。AWS アカウントの
管理者認証情報を使用して管理者プロファイルを作成します。デフォルトの AWS リージョンを uswest-2 (または自分が使用するリージョン) に設定して、デフォルトの出力形式を JSON に設定しま
す。

3.

次のコマンドを実行して、AWS Glue API へのアクセスをテストします (Alice はアカウントの実際
の IAM ユーザーまたはロールに置き換えてください)。
# Run as admin of account account-id
$ aws glue put-resource-policy --profile administrator-name --region us-west-2 -policy-in-json '{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Principal": {
"AWS": [
"arn:aws:iam::account-id:user/Alice"
]
},
"Effect": "Allow",
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]
}'

4.

}

"Action": [
"glue:*"
],
"Resource": [
"arn:aws:glue:us-west-2:account-id:*"
]

リソースポリシーとクロスアカウントアクセスのテストに使用するアカウントで、各 IAM ユーザーの
ユーザープロファイルを設定します。

例 1. 同じアカウント内のアクセスをコントロールするリソースポリシーの使用
この例では、Account A の管理者ユーザーが、Account A 内の IAM ユーザー Alice にカタログへの完全な
アクセス許可を付与するリソースポリシーを作成します。Alice に添付されている IAM ポリシーはありま
せん。
これを行うには、管理者ユーザーは次の AWS CLI コマンドを実行します。
# Run as admin of Account A
$ aws glue put-resource-policy --profile administrator-name --region us-west-2 --policy-injson '{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Principal": {
"AWS": [
"arn:aws:iam::account-A-id:user/Alice"
]
},
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:*"
],
"Resource": [
"arn:aws:glue:us-west-2:account-A-id:*"
]
}
]
}'

AWS CLI コマンドの一部として JSON ポリシードキュメントを入力する代わりに、ポリシードキュメント
をファイルに保存して、file:// でプレフィックスが付けられた AWS CLI コマンドのファイルパスをリ
ファレンスできます。その方法の例は次のとおりです。
$ echo '{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Principal": {
"AWS": [
"arn:aws:iam::account-A-id:user/Alice"
]
},
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:*"
],
"Resource": [
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]

"arn:aws:glue:us-west-2:account-A-id:*"

}
]
}' > /temp/policy.json
$ aws glue put-resource-policy --profile admin1 \
--region us-west-2 --policy-in-json file:///temp/policy.json

このリソースポリシーが反映されると、Alice は Account A のすべての AWS Glue リソースにアクセスで
きます。
# Run as user Alice
$ aws glue create-database --profile alice --region us-west-2 --database-input '{
"Name": "new_database",
"Description": "A new database created by Alice",
"LocationUri": "s3://my-bucket"
}'
$ aws glue get-table --profile alice --region us-west-2 --database-name "default" --tablename "tbl1"}

Alice の get-table 呼び出しに応じて、AWS Glue サービスは次を返します。
{

}

"Table": {
"Name": "tbl1",
"PartitionKeys": [],
"StorageDescriptor": {
......
},
......
}

例 2. リソースポリシーの使用によるクロスアカウントアクセス許可の付与
この例では、アカウント A 内のリソースポリシーは、アカウント B 内の Bob にアカウント A 内のすべて
のデータカタログリソースへの読み取り専用アクセス許可を付与するために使用されます。これを行うに
は、4 つのステップが必要です。
1.

Account A において、Amazon Athena データカタログを AWS Glue に移行済みであることを確認しま
す。
リソース所有者のアカウントが Athena データカタログを AWS Glue に移行していない場合、AWS
Glue へのクロスアカウントアクセスは許可されません。Athena カタログを AWS Glue に移行する方
法の詳細については、Amazon Athena ユーザーガイドの「ステップバイステップの AWS Glue Data
Catalog へのアップグレード」を参照してください。
# Verify that the value "ImportCompleted" is true. This value is region specific.
$ aws glue get-catalog-import-status --profile admin1 --region us-west-2
{
"ImportStatus": {
"ImportCompleted": true,
"ImportTime": 1502512345.0,
"ImportedBy": "StatusSetByDefault"
}
}

2.

Account A 内の管理者は、Account B のアクセスを付与するリソースポリシーを作成します。
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# Run as admin of Account A
$ aws glue put-resource-policy --profile admin1 --region us-west-2 --policy-in-json '{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Principal": {
"AWS": [
"arn:aws:iam::account-B-id:root"
]
},
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:Get*",
"glue:BatchGet*"
],
"Resource": [
"arn:aws:glue:us-west-2:account-A-id:*"
]
}
]
}'

3.

Account B 内の管理者は、IAM ポリシーを使用して Account A へのアクセスを Bob に付与します。
# Run as admin of Account B
$ aws iam put-user-policy --profile admin2 --user-name Bob --policy-name
CrossAccountReadOnly --policy-document '{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:Get*",
"glue:BatchGet*"
],
"Resource": [
"arn:aws:glue:us-west-2:account-A-id:*"
]
}
]
}'

4.

Account A 内でリソースへの Bob のアクセスを確認します。
# Run as user Bob. This call succeeds in listing Account A databases.
$ aws glue get-databases --profile bob --region us-west-2 --catalog-id account-A-id
{
"DatabaseList": [
{
"Name": "db1"
},
{
"Name": "db2"
},
......
]
}
# This call succeeds in listing tables in the 'default' Account A database.
$ aws glue get-table --profile alice --region us-west-2 --catalog-id account-A-id \
--database-name "default" --table-name "tbl1"
{
"Table": {
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}

}

"Name": "tbl1",
"PartitionKeys": [],
"StorageDescriptor": {
......
},
......

# This call fails with access denied, because Bob has only been granted read access.
$ aws glue create-database --profile bob --region us-west-2 --catalog-id account-A-id
--database-input '{
"Name": "new_database2",
"Description": "A new database created by Bob",
"LocationUri": "s3://my-bucket2"
}'
An error occurred (AccessDeniedException) when calling the CreateDatabase operation:
User: arn:aws:iam::account-B-id:user/Bob is not authorized to perform:
glue:CreateDatabase on resource: arn:aws:glue:us-west-2:account-A-id:database/
new_database2

ステップ 2 では、Account A 内の管理者は Account B のルートユーザーにアクセス許可を付与します。こ
のルートユーザーは、IAM ポリシーをすべての IAM プリンシパル (ユーザー、ロール、グループ、その他)
にアタッチすることで、所有するアクセス許可をこれらのプリンシパルに委任できます。管理者ユーザー
には、完全なアクセス許可を持つ IAM ポリシーが既にアタッチされているため、管理者はルートユーザー
に付与されるアクセス許可に加えて、アカウント内の他の IAM ユーザーにアクセス許可を委任する権限も
自動的に所有します。
または、ステップ 2 で、ユーザー Bob の Amazon リソースネーム (ARN) にアクセス許可を直接付与する
こともできます。これにより、Bob に対するクロスアカウントアクセス許可のみが制限されます。ただ
し、Bob にとってはクロスアカウントアクセスを実際に取得するにはステップ 3 が引き続き必要です。
クロスアカウントでのアクセスを実行するためには、リソースアカウントのリソースポリシー、および、
ユーザーのアカウントの IAM ポリシーの両方が必要です。これは、例 1 の同じアカウントのアクセスとは
異なります。同じアカウントのアクセスの場合、リソースポリシーまたは IAM ポリシーは他を必要とせず
にアクセス許可を付与できます。

AWS Glue API のアクセス許可: アクションとリソー
スのリファレンス
AWS Glue での Identity and Access Management (p. 1052) をセットアップして、IAM アイデンティティ
(アイデンティティベースのポリシー) またはリソース (リソースベースのポリシー) にアタッチするため
に許可ポリシーを記述する場合には、サービス認証リファレンスのAWS Glue のアクション、リソース、
および条件キーの表をリファレンスとして使用できます。このテーブルには、各 AWS Glue API 操作、ア
クションを実行するためのアクセス許可を付与できる対応するアクション、およびアクセス許可を付与で
きる AWS リソースが含まれています。IAM ポリシーステートメントの Action 要素でアクションを指定
し、ポリシーステートメントの Resource 要素でリソース値を指定します。
祖先と子のリソース ARN を必要とする一部の AWS Glue リソースのアクションは、ポリシーステートメ
ントの Resource 要素にも含まれています。詳しくは、「データカタログの ARN (p. 1075) 」を参照して
ください。
通常、ARN セグメントはワイルドカードで置き換えることができます。詳細については、IAM ユーザーガ
イドの「IAM JSON の要素」を参照してください。
IAM ポリシーの条件キーは API オペレーション別にリスト表示されます。AWS Glue ポリシーで AWS 全
体の条件キーを使用して条件を表現できます。AWS 全体を対象とするすべてのキーの全リストについて
は、IAM ユーザーガイドの「AWS グローバル条件キー」を参照してください。
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ただし、条件キーの aws:referer と aws:UserAgent は、現在 AWS Glue Data Catalog API ではサ
ポートされていません。

Note
アクションを指定するには、API オペレーション名 (glue:GetTable など) の前に glue: プレ
フィックスを使用します。

関連トピック
• アイデンティティとアクセス権の管理 (p. 1052)

AWS Glueでのログ記録とモニタリング
ETL (抽出、変換、ロード) ジョブの実行を自動化できます。AWS Glue は、モニタリングできるクローラ
とジョブのメトリクスを提供します。必要なメタデータを使用して AWS Glue Data Catalog を設定する
と、AWS Glue は環境のヘルスに関する統計を提供します。クローラとジョブの呼び出しを、cron に基づ
く時間ベースのスケジュールで自動化することができます。イベントベースのトリガーが発生したときに
ジョブをトリガーすることもできます。
AWS Glue は、AWS Glue で ユーザー、ロール、または AWS のサービスによって実行されたアクショ
ンを記録するサービスである AWS CloudTrail と統合されています。証跡を作成する場合は、Amazon
Simple Storage Service (Amazon S3) バケット、Amazon CloudWatch Logs、および Amazon CloudWatch
Events への CloudTrail イベントの継続的な配信を有効にします。各イベントまたはログエントリには、リ
クエストの生成者に関する情報が含まれます。
Amazon CloudWatch Events を使用して、AWS のサービスを自動化し、アプリケーションの可用性の問題
やリソースの変更などのシステムイベントに自動的に応答します。AWS のサービスからのイベントは、ほ
ぼリアルタイムで CloudWatch Events に配信されます。簡単なルールを記述して、注目するイベントと、
イベントがルールに一致した場合に自動的に実行するアクションを指定できます。

以下も参照してください。
• CloudWatch Events を使用した AWS Glue の自動化 (p. 408)
• CloudTrail のクロスアカウントロギング (p. 1073)
クラウドのセキュリティの重要な側面に、ログ記録があります。クラウドインフラストラクチャのデバッ
グと保護に必要な情報をキャプチャしながら、シークレットや機密情報をキャプチャしない方法でログを
設定する必要があります。ログに記録されているものを十分に理解してください。

AWS Glue のコンプライアンス検証
サードパーティーの監査者は、複数の AWS Glue コンプライアンスプログラムの一環として AWS のセ
キュリティとコンプライアンスを評価します。これらのプログラムには、SOC、PCI、FedRAMP、HIPAA
などが含まれます。
特定のコンプライアンスプログラムの範囲内の AWS サービスのリストについては、「コンプライアンス
プログラムによる AWS 対象範囲内のサービス」を参照してください。一般的な情報については、「AWS
コンプライアンスプログラム」を参照してください。
AWS Artifact を使用して、サードパーティーの監査レポートをダウンロードできます。詳細について
は、AWS Artifact ユーザーガイドの「Downloading Reports in AWS Artifact」を参照してください。
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AWS Glue を使用する際のお客様のコンプライアンス責任は、お客様のデータの機密性や貴社のコンプラ
イアンス目的、適用可能な法律および規制によって決定されます。AWS Glue の使用が HIPAA、PCI、ま
たは FedRAMP などの規格に準拠していることを前提としている場合、AWS は以下を支援するリソース
を提供します。
• セキュリティとコンプライアンスのクイックスタートガイド — これらのデプロイガイドでは、アーキ
テクチャ上の考慮事項について説明し、機密性とコンプライアンスに焦点を当てたベースライン環境を
AWS にデプロイするためのステップを提供します。
• Architecting for HIPAA Security and Compliance Whitepaper (HIPAA のセキュリティとコンプライアンス
のためのアーキテクチャの設計に関するホワイトペーパー) - このホワイトペーパーは、企業が AWS を
使用して HIPAA 準拠のアプリケーションを作成する方法について説明します。
• AWS コンプライアンスのリソース - このワークブックとガイドのコレクションは、お客様の業界や所在
地に適用される場合があります。
• AWS Config - この AWS のサービスでは、自社プラクティス、業界ガイドライン、および規制に対する
リソースの設定の準拠状態を評価します。
• AWS Security Hub - この AWS サービスでは、AWS 内のセキュリティ状態を包括的に表示しており、セ
キュリティ業界の標準およびベストプラクティスへの準拠を確認するのに役立ちます。

AWS Glue での耐障害性
AWS のグローバルインフラストラクチャは AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンを中心に構築
されます。AWSリージョンには、低レイテンシー、高いスループット、そして高度の冗長ネットワーク
で接続されている複数の物理的に独立し隔離されたアベイラビリティーゾーンがあります。アベイラビ
リティーゾーンでは、アベイラビリティーゾーン間で中断せずに、自動的にフェイルオーバーするアプリ
ケーションとデータベースを設計および運用することができます。アベイラビリティーゾーンは、従来の
単一または複数のデータセンターインフラストラクチャよりも可用性、耐障害性、および拡張性が優れて
います。
AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンの詳細については、「AWS グローバルインフラストラク
チャ」を参照してください。
AWS では、AWS Glue グローバルインフラストラクチャに加えて、データの耐障害性とバックアップの
ニーズに対応できるように複数の機能を提供しています。

AWS Glue でのインフラストラクチャセキュリティ
マネージドサービスである AWS Glue は、Amazon Web Services のセキュリティプロセスの概要ホワイト
ペーパーに記載されている AWS グローバルネットワークセキュリティの手順で保護されています。
AWS 公開版 API コールを使用して、ネットワーク経由で AWS Glue にアクセスします。クライアントで
Transport Layer Security (TLS) 1.0 以降がサポートされている必要があります。TLS 1.2 以降が推奨されて
います。また、Ephemeral Diffie-Hellman (DHE)や Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE) など
の Perfect Forward Secrecy (PFS)を使用した暗号スイートもクライアントでサポートされている必要があ
ります。これらのモードは、Java 7 以降など、最近のほとんどのシステムでサポートされています。
また、リクエストは、アクセスキー ID と、IAM プリンシパルに関連付けられているシークレットアクセス
キーを使用して署名する必要があります。または、AWS Security Token Service (AWS STS) を使用して、
リクエストに署名するための一時的なセキュリティ認証情報を生成することもできます。
トピック
• AWS Glue とインターフェイス VPC エンドポイント (AWS PrivateLink) (p. 1097)
• 共有 Amazon VPC (p. 1098)
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AWS Glue とインターフェイス VPC エンドポイント
(AWS PrivateLink)
VPC と AWS Glue とのプライベート接続を確立するには、インターフェース VPC エンドポイントを作
成します。インターフェイスエンドポイントは、インターネットゲートウェイ、NAT デバイス、VPN 接
続、AWS Direct Connect 接続のいずれも必要とせずに AWS Glue API にプライベートにアクセスできるテ
クノロジーである AWS PrivateLink を利用しています。VPC のインスタンスは、パブリック IP アドレス
がなくても AWS Glue API と通信できます。VPC と AWS Glue 間のトラフィックは、Amazon ネットワー
クを離れません。
各インターフェースエンドポイントは、サブネット内の 1 つ以上の Elastic Network Interface によって表
されます。
詳細については、Amazon VPC ユーザーガイド の インターフェース VPC エンドポイント (AWS
PrivateLink) をご参照ください。

AWS Glue VPC エンドポイントに関する考慮事項
AWS Glue のインターフェイスVPC エンドポイントを設定する前に、Amazon VPC ユーザーガイドのイン
ターフェイスエンドポイントのプロパティと制限を確認してください。
AWS Glue は、VPC からのすべての API アクションの呼び出しをサポートしています。

AWS Glue 用のインターフェイス VPC エンドポイントの作成
AWS Glue サービス用の VPC エンドポイントは、Amazon VPC コンソールまたは AWS Command Line
Interface (AWS CLI) を使用して作成できます。詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「イ
ンターフェイスエンドポイントの作成」を参照してください。
AWS Glue 用の VPC エンドポイントは、以下のサービス名を使用して作成します。
• com.amazonaws.regionglue
エンドポイントのプライベート DNS を有効にすると、リージョンのデフォルト DNS 名 (AWS Glue など)
を使用して、glue.us-east-1.amazonaws.com への API リクエストを実行できます。
詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「インターフェイスエンドポイントを介したサービ
スへのアクセス」を参照してください。

AWS Glue 用の VPC エンドポイントポリシーの作成
VPC エンドポイントには、AWS Glue へのアクセスを制御するエンドポイントポリシーをアタッチできま
す。このポリシーでは、以下の情報を指定します。
• アクションを実行できるプリンシパル。
• 実行可能なアクション。
• このアクションを実行できるリソース。
詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC エンドポイントでサービスへのアクセスを制御
する」を参照してください。
例: AWS Glue の VPC エンドポイントポリシージョブの作成と更新を許可する
以下は、AWS Glue 用のエンドポイントポリシーの例です。エンドポイントにアタッチされると、このポ
リシーは、すべてのリソースですべてのプリンシパルに、リストされている AWS Glue アクションへのア
クセス権を付与します。
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{

}

"Statement":[
{
"Principal":"*",
"Effect":"Allow",
"Action":[
"glue:CreateJob",
"glue:UpdateJob",
"iam:PassRole"
],
"Resource":"*"
}
]

例: VPC エンドポイントポリシーでデータカタログアクセスを読み取り専用で許可する場合
以下は、AWS Glue 用のエンドポイントポリシーの例です。エンドポイントにアタッチされると、このポ
リシーは、すべてのリソースですべてのプリンシパルに、リストされている AWS Glue アクションへのア
クセス権を付与します。
{

}

"Statement": [
{
"Principal": "*",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"glue:GetDatabase",
"glue:GetDatabases",
"glue:GetTable",
"glue:GetTables",
"glue:GetTableVersion",
"glue:GetTableVersions",
"glue:GetPartition",
"glue:GetPartitions",
"glue:BatchGetPartition",
"glue:SearchTables"
],
"Resource": "*"
}
]

共有 Amazon VPC
AWS Glue は、Amazon Virtual Private Cloud において、共有Virtual Private Cloud (VPC) をサポートして
います。Amazon VPC の共有では、複数の AWS アカウントが、Amazon EC2 インスタンスや Amazon
Relational Database Service (Amazon RDS) データベースなどのアプリケーションリソースを、共有の
一元管理された Amazon VPC に作成できます。このモデルでは、VPC を所有するアカウント (所有者)
は、 で同じ組織に属する他のアカウント (参加者) と 1 つまたは複数のサブネットを共有しますAWS
Organizations サブネットが共有されると、参加者は共有しているサブネット内にある自分のアプリケー
ションリソースを表示、作成、変更、および削除できます。
AWS Glue で、共有サブネットとの接続を作成するには、アカウント内にセキュリティグループを作成
し、そのセキュリティグループを共有サブネットにアタッチする必要があります。
詳細については、以下のトピックを参照してください。
• 詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「Working with Shared VPCs」を参照してください。
• AWS Organizations ユーザーガイドの「What Is AWS Organizations? 」
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AWS Glue のトラブルシューティン
グ
トピック
• AWS Glue トラブルシューティング情報の収集 (p. 1099)
• AWS Glue のエラーのトラブルシューティング (p. 1099)
• AWS Glue 機械学習の例外 (p. 1110)
• AWS Glue のクォータ (p. 1116)

AWS Glue トラブルシューティング情報の収集
AWS Glue でエラーまたは予期しない動作が発生して AWS Support に問い合わせる必要がある場合、名
前、ID、および失敗したアクションに関連したログに関する情報をまず収集する必要があります。この情
報が用意してあると、AWS Support は発生している問題を解決しやすくなります。
アカウント ID に加えて、次の失敗のタイプそれぞれについて以下の情報を収集します。
クローラが失敗した場合、以下の情報を収集します。
• クローラの名前
クローラ実行からのログは /aws-glue/crawlers の下の CloudWatch Logs にあります。
テスト接続が失敗した場合、以下の情報を収集します。
• 接続名
• 接続 ID
• jdbc:protocol://host:port/database-name フォームの JDBC 接続文字列。
テスト接続からのログは /aws-glue/testconnection の下の CloudWatch Logs にあります。
ジョブが失敗した場合、以下の情報を収集します。
• ジョブ名
• jr_xxxxx フォームのジョブ実行 ID。
ジョブ実行からのログは /aws-glue/jobs の下の CloudWatch Logs にあります。

AWS Glue のエラーのトラブルシューティング
AWS Glue でエラーが発生した場合は、次の解決策を使用して問題の原因を突き止めて修正してくださ
い。

Note
AWS Glue GitHub リポジトリには AWS Glue に関するよくある質問のトラブルシューティングガ
イダンスの詳細が含まれています。
トピック
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• エラー: リソースを利用できません。 (p. 1100)
• エラー: VPC の subnetId に S3 エンドポイントまたは NAT ゲートウェイが見つかりませんでし
た (p. 1100)
• エラー: 必要なセキュリティグループのインバウンドルール (p. 1101)
• エラー: 必要なセキュリティグループのアウトバウンドルール (p. 1101)
• エラー: ジョブの実行に失敗しました、渡されたロールには AWS Glue サービスでロールを引き受ける
ためのアクセス許可が必要です (p. 1101)
• エラー:DescribeVpcEndpoints アクションは許可されていません。VPC ID を検証できません vpcid (p. 1101)
• エラー:DescribeRouteTables アクションは許可されていません。VPC id (vpc-id) の Subnet Id (Subnet
id) を検証できません。 (p. 1102)
• エラー: ec2:DescribeSubnets の呼び出しに失敗しました (p. 1102)
• エラー: ec2:DescribeSecurityGroups の呼び出しに失敗しました (p. 1102)
• エラー: AZ のサブネットが見つかりませんでした (p. 1102)
• エラー: JDBC ターゲットへの書き込み時のジョブ実行の例外 (p. 1102)
• エラー:Amazon S3 タイムアウト (p. 1103)
• エラー: Amazon S3 へのアクセスが拒否されました (p. 1103)
• エラー: Amazon S3 のアクセスキー ID が存在しません (p. 1103)
• エラー: URI に s3a:// を使用しながら Amazon S3 にアクセスするとジョブ実行が失敗します (p. 1103)
• エラー: Amazon S3 のサービストークンが有効期限切れです (p. 1105)
• エラー: ネットワークインターフェイスのプライベート DNS が見つかりません (p. 1105)
• エラー: 開発エンドポイントのプロビジョニングに失敗しました (p. 1105)
• エラー: ノートブックサーバー CREATE_FAILED (p. 1105)
• エラー: ローカルノートブックの起動に失敗する (p. 1106)
• エラー: ノートブック使用エラー (p. 1106)
• エラー: クローラの実行に失敗しました (p. 1106)
• エラー: パーティションが更新されませんでした (p. 1106)
• エラー: Athena データカタログのアップグレード (p. 1107)
• Error: Job bookmark update failed due to version mismatch (エラー: バージョンの不一致のため、ジョ
ブのブックマークの更新に失敗しました) (p. 1107)
• エラー : ジョブのブックマークが有効なときにジョブがデータを再処理しています (p. 1107)
• クローラーが Lake Formation の認証情報を使用している場合のクローラーエラーのトラブルシュー
ティング (p. 1108)

エラー: リソースを利用できません。
AWS Glue がリソース使用不可メッセージを返す場合は、エラーメッセージやログを表示して、問題の詳
細を確認することができます。ここでは、トラブルシューティングするための一般的な方法について説明
します。
• 使用する接続および開発エンドポイントについては、クラスターに Elastic Network Interface が不足して
いないかどうかを確認してください。

エラー: VPC の subnetId に S3 エンドポイントまたは
NAT ゲートウェイが見つかりませんでした
問題の診断に役立つメッセージのサブネット ID と VPC ID を確認します。
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• AWS Glue に必要な Amazon S3 VPC エンドポイントがセットアップ済みであることを確認してくださ
い。さらに、設定の一部である場合には、NAT ゲートウェイを確認します。詳細については、Amazon
S3 用の VPC エンドポイント (p. 40) を参照してください。

エラー: 必要なセキュリティグループのインバウンド
ルール
少なくとも 1 つのセキュリティグループのすべての受信ポートを開く必要があります。トラフィックを制
限するために、インバウンドルールのソースセキュリティグループを同じセキュリティグループに制限で
きます。
• 使用するすべての接続について、セキュリティグループで自己参照のインバウンドルールを確認しま
す。詳細については、データストアへのネットワークアクセスを設定する (p. 39) を参照してください。
• 開発エンドポイントを使用している場合は、自己参照のインバウンドルールのセキュリティグループを
確認します。詳細については、データストアへのネットワークアクセスを設定する (p. 39) を参照してく
ださい。

エラー: 必要なセキュリティグループのアウトバウン
ドルール
少なくとも 1 つのセキュリティグループのすべての発信ポートを開く必要があります。トラフィックを制
限するために、アウトバウンドルールのソースセキュリティグループを同じセキュリティグループに制限
できます。
• 使用するすべての接続について、セキュリティグループで自己参照のアウトバウンドルールを確認しま
す。詳細については、データストアへのネットワークアクセスを設定する (p. 39) を参照してください。
• 開発エンドポイントを使用している場合は、自己参照のアウトバウンドルールのセキュリティグループ
を確認します。詳細については、データストアへのネットワークアクセスを設定する (p. 39) を参照して
ください。

エラー: ジョブの実行に失敗しました、渡されたロー
ルには AWS Glue サービスでロールを引き受けるため
のアクセス許可が必要です
ジョブを定義するユーザーは AWS Glue の iam:PassRole のアクセス権限を持っている必要がありま
す。
• ユーザーが AWS Glue ジョブを作成するとき、そのユーザーのロールに AWS Glue の iam:PassRole
を含むポリシーが含まれていることを確認します。詳細については、ステップ 3: AWS Glue にアクセス
する IAM ユーザーにポリシーをアタッチする (p. 18) を参照してください。

エラー:DescribeVpcEndpoints アクションは許可され
ていません。VPC ID を検証できません vpc-id
• ec2:DescribeVpcEndpoints アクセス権限用に、AWS Glue に渡されたポリシーを確認してくださ
い。
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は許可されていません。VPC id (vpc-id) の
Subnet Id (Subnet id) を検証できません。

エラー:DescribeRouteTables アクションは許可されて
いません。VPC id (vpc-id) の Subnet Id (Subnet id) を
検証できません。
• ec2:DescribeRouteTables アクセス権限用に、AWS Glue に渡されたポリシーを確認してくださ
い。

エラー: ec2:DescribeSubnets の呼び出しに失敗しまし
た
• ec2:DescribeSubnets アクセス権限用に、AWS Glue に渡されたポリシーを確認してください。

エラー: ec2:DescribeSecurityGroups の呼び出しに失
敗しました
• ec2:DescribeSecurityGroups アクセス権限用に、AWS Glue に渡されたポリシーを確認してくだ
さい。

エラー: AZ のサブネットが見つかりませんでした
• アベイラビリティーゾーンは、AWS Glue では使用できない場合があります。メッセージで指定されて
いるものとは異なるアベイラビリティーゾーンに新しいサブネットを作成して使用します。

エラー: JDBC ターゲットへの書き込み時のジョブ実
行の例外
JDBC ターゲットに書き込むジョブを実行すると、以下のシナリオのようにジョブでエラーが発生する可
能性があります。
• ジョブが Microsoft SQL Server テーブルに書き込む場合、テーブルに Boolean 型として定義された列
がある場合には、SQL Server データベースでテーブルを事前に定義する必要があります。SQL Server
ターゲットを使用して AWS Glue コンソールでジョブを定義し、[Create tables in your data target (デー
タターゲットでテーブルを作成する)] オプションを使用する場合は、データ型が Boolean であるター
ゲット列にソース列をマッピングしないでください。ジョブの実行時にエラーが発生する可能性があり
ます。
次のようにして、エラーを回避できます。
• [Boolean (ブール)] 列を使用して既存のテーブルを選択します。
• ApplyMapping 変換を編集し、ソース内の [Boolean] (ブール) 列をターゲット内の数値または文字列
にマップします。
• ApplyMapping 変換を編集して、[Boolean] (ブール) 列をソースから削除します。
• ジョブが Oracle テーブルに書き込む場合は、Oracle オブジェクトの名前の長さを調整する必要があり
ます。Oracle の一部のバージョンでは、識別子の最大長は 128 バイトまたは 30 バイトに制限されてい
ます。この制限は、Oracle ターゲットデータストアのテーブル名および列名に影響を与えます。
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次のようにして、エラーを回避できます。
• ご使用のバージョンの制限内で Oracle ターゲットテーブルに名前を付けます。
• デフォルトの列名は、データのフィールド名から生成されます。列名が制限よりも長い場合は処理の
ために、ApplyMapping または RenameField 変換を使用して列の名前を制限内に変更します。

エラー:Amazon S3 タイムアウト
AWS Glue が接続タイムアウトエラーを返す場合は、別の AWS リージョンの Amazon S3 バケットにアク
セスしようとしている可能性があります。
• Amazon S3 の VPC エンドポイントは、AWS リージョン内のバケットにのみトラフィックをルーティ
ングできます。他のリージョンのバケットに接続する必要がある場合、考えられる回避策は NAT ゲート
ウェイを使用することです。詳細については、「NAT ゲートウェイ」を参照してください。

エラー: Amazon S3 へのアクセスが拒否されました
AWS Glue が Amazon S3 バケットまたはオブジェクトへのアクセス拒否エラーを返す場合は、提供され
た IAM ロールにデータストアへのアクセス許可を持つポリシーがない可能性があります。
• ETL ジョブは、ソースまたはターゲットとして使用される Amazon S3 データストアにアクセスできる
必要があります。クローラは、クロールする Amazon S3 データストアにアクセスできる必要がありま
す。詳細については、ステップ 2: AWS Glue 用の IAM ロールを作成する (p. 17) を参照してください。

エラー: Amazon S3 のアクセスキー ID が存在しませ
ん
ジョブの実行中に AWS Glue がアクセスキー ID が存在しないというエラーを返す場合は、次のいずれか
の理由が考えられます。
• ETL ジョブは IAM ロールを使用してデータストアにアクセスし、IAM ロールがそのジョブの開始前に削
除されていないことを確認します。
• IAM ロールには、データストアにアクセスするためのアクセス許可が含まれており、アタッチ済みの
s3:ListBucket を含む Amazon S3 ポリシーが正しいことを確認します。

エラー: URI に s3a:// を使用しながら Amazon S3
にアクセスするとジョブ実行が失敗します
ジョブ実行から「XML ドキュメントをハンドラクラスで解析できませんでした」などのエラーが返された
場合は、s3a:// URI を使用して数百のファイルをリストアップしようとして失敗した可能があります。
代わりに s3:// URI を使用してデータストアにアクセスしてください。次の例外トレースを調べてエラー
を確認できます。

1. com.amazonaws.SdkClientException: Failed to parse XML document with handler class
com.amazonaws.services.s3.model.transform.XmlResponsesSaxParser$ListBucketHandler
2. at
com.amazonaws.services.s3.model.transform.XmlResponsesSaxParser.parseXmlInputStream(XmlResponsesSaxPar
3. at
com.amazonaws.services.s3.model.transform.XmlResponsesSaxParser.parseListBucketObjectsResponse(XmlResp

1103

AWS Glue デベロッパーガイド
エラー: URI に s3a:// を使用しながら Amazon
S3 にアクセスするとジョブ実行が失敗します

4. at com.amazonaws.services.s3.model.transform.Unmarshallers
$ListObjectsUnmarshaller.unmarshall(Unmarshallers.java:70)
5. at com.amazonaws.services.s3.model.transform.Unmarshallers
$ListObjectsUnmarshaller.unmarshall(Unmarshallers.java:59)
6. at
com.amazonaws.services.s3.internal.S3XmlResponseHandler.handle(S3XmlResponseHandler.java:62)
7. at
com.amazonaws.services.s3.internal.S3XmlResponseHandler.handle(S3XmlResponseHandler.java:31)
8. at
com.amazonaws.http.response.AwsResponseHandlerAdapter.handle(AwsResponseHandlerAdapter.java:70)
9. at com.amazonaws.http.AmazonHttpClient
$RequestExecutor.handleResponse(AmazonHttpClient.java:1554)
10. at com.amazonaws.http.AmazonHttpClient
$RequestExecutor.executeOneRequest(AmazonHttpClient.java:1272)
11. at com.amazonaws.http.AmazonHttpClient
$RequestExecutor.executeHelper(AmazonHttpClient.java:1056)
12. at com.amazonaws.http.AmazonHttpClient
$RequestExecutor.doExecute(AmazonHttpClient.java:743)
13. at com.amazonaws.http.AmazonHttpClient
$RequestExecutor.executeWithTimer(AmazonHttpClient.java:717)
14. at com.amazonaws.http.AmazonHttpClient
$RequestExecutor.execute(AmazonHttpClient.java:699)
15. at com.amazonaws.http.AmazonHttpClient$RequestExecutor.access
$500(AmazonHttpClient.java:667)
16. at com.amazonaws.http.AmazonHttpClient
$RequestExecutionBuilderImpl.execute(AmazonHttpClient.java:649)
17. at com.amazonaws.http.AmazonHttpClient.execute(AmazonHttpClient.java:513)
18. at com.amazonaws.services.s3.AmazonS3Client.invoke(AmazonS3Client.java:4325)
19. at com.amazonaws.services.s3.AmazonS3Client.invoke(AmazonS3Client.java:4272)
20. at com.amazonaws.services.s3.AmazonS3Client.invoke(AmazonS3Client.java:4266)
21. at com.amazonaws.services.s3.AmazonS3Client.listObjects(AmazonS3Client.java:834)
22. at org.apache.hadoop.fs.s3a.S3AFileSystem.getFileStatus(S3AFileSystem.java:971)
23. at
org.apache.hadoop.fs.s3a.S3AFileSystem.deleteUnnecessaryFakeDirectories(S3AFileSystem.java:1155)
24. at org.apache.hadoop.fs.s3a.S3AFileSystem.finishedWrite(S3AFileSystem.java:1144)
25. at org.apache.hadoop.fs.s3a.S3AOutputStream.close(S3AOutputStream.java:142)
26. at org.apache.hadoop.fs.FSDataOutputStream
$PositionCache.close(FSDataOutputStream.java:74)
27. at org.apache.hadoop.fs.FSDataOutputStream.close(FSDataOutputStream.java:108)
28. at org.apache.parquet.hadoop.ParquetFileWriter.end(ParquetFileWriter.java:467)
29. at
org.apache.parquet.hadoop.InternalParquetRecordWriter.close(InternalParquetRecordWriter.java:117)
30. at org.apache.parquet.hadoop.ParquetRecordWriter.close(ParquetRecordWriter.java:112)
31. at
org.apache.spark.sql.execution.datasources.parquet.ParquetOutputWriter.close(ParquetOutputWriter.scala
32. at org.apache.spark.sql.execution.datasources.FileFormatWriter
$SingleDirectoryWriteTask.releaseResources(FileFormatWriter.scala:252)
33. at org.apache.spark.sql.execution.datasources.FileFormatWriter$$anonfun
$org$apache$spark$sql$execution$datasources$FileFormatWriter$$executeTask
$3.apply(FileFormatWriter.scala:191)
34. at org.apache.spark.sql.execution.datasources.FileFormatWriter$$anonfun
$org$apache$spark$sql$execution$datasources$FileFormatWriter$$executeTask
$3.apply(FileFormatWriter.scala:188)
35. at org.apache.spark.util.Utils$.tryWithSafeFinallyAndFailureCallbacks(Utils.scala:1341)
36. at org.apache.spark.sql.execution.datasources.FileFormatWriter$.org$apache$spark$sql
$execution$datasources$FileFormatWriter$$executeTask(FileFormatWriter.scala:193)
37. at org.apache.spark.sql.execution.datasources.FileFormatWriter$$anonfun$write$1$
$anonfun$3.apply(FileFormatWriter.scala:129)
38. at org.apache.spark.sql.execution.datasources.FileFormatWriter$$anonfun$write$1$
$anonfun$3.apply(FileFormatWriter.scala:128)
39. at org.apache.spark.scheduler.ResultTask.runTask(ResultTask.scala:87)
40. at org.apache.spark.scheduler.Task.run(Task.scala:99)
41. at org.apache.spark.executor.Executor$TaskRunner.run(Executor.scala:282)
42. at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149)
43. at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)
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44. at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)

エラー: Amazon S3 のサービストークンが有効期限切
れです
Amazon Redshift との間でデータを移行する際には、1 時間で有効期限が切れる、Amazon S3 の一時的な
認証情報が使用されます。長時間実行するジョブがある場合は、失敗する可能性があります。長時間実行
するジョブを設定して Amazon Redshift との間でデータを移動する方法については、「Amazon Redshift
との間でのデータの移動 (p. 737)」を参照してください。

エラー: ネットワークインターフェイスのプライベー
ト DNS が見つかりません
ジョブが失敗したり、開発エンドポイントがプロビジョニングに失敗した場合は、ネットワーク設定が問
題の原因である可能性があります。
• Amazon が提供する DNS を使用している場合は、enableDnsHostnames の値を true に設定する必要
があります。詳細については、「DNS」を参照してください。

エラー: 開発エンドポイントのプロビジョニングに失
敗しました
AWS Glue が開発エンドポイントのプロビジョニングに失敗した場合は、ネットワーク設定が問題の原因
である可能性があります。
• 開発エンドポイントを定義すると、VPC、サブネット、およびセキュリティグループが検証され、特定
の要件を満たしていることが確認されます。
• オプションの SSH パブリックキーを指定した場合、有効な SSH パブリックキーになっていることを確
認します。
• VPC コンソールで、VPC が有効な [DHCP option set (DHCP オプションセット)] を使用していることを
確認します。詳細については、「DHCP オプションセット」を参照してください。
• クラスターが PROVISIONING 状態のままになっている場合は、AWS Support にお問い合わせくださ
い。

エラー: ノートブックサーバー CREATE_FAILED
AWS Glue が開発エンドポイント用のノートブックサーバーの作成に失敗した場合は、次のいずれかの問
題が原因である可能性があります。
• AWS Glue は、ノートブックサーバーのセットアップ時に、Amazon EC2 に対し IAM ロールを渡しま
す。IAM ロールでは、Amazon EC2 との信頼関係が必要です。
• IAM ロールには、同じ名前のインスタンスプロファイルが必要です。IAM コンソールで Amazon EC2 の
ロールを作成すると、同じ名前のインスタンスプロファイルが自動的に作成されます。無効なインスタ
ンスプロファイル名 iamInstanceProfile.name に関するログのエラーをチェックします。詳細につ
いては、「インスタンスプロファイルの使用」を参照してください。
• ロールにノートブックサーバーを作成するために渡したポリシーの aws-glue* バケットにアクセスす
る権限があることを確認します。
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エラー: ローカルノートブックの起動に失敗する
ローカルノートブックの起動に失敗し、ディレクトリまたはフォルダが見つからないというエラーが報告
された場合は、次のいずれかの問題が原因である可能性があります。
• Microsoft Windows で実行している場合は、JAVA_HOME 環境変数が適切な Java ディレクトリを指して
いることを確認します。この変数を更新せずに Java が更新される可能性があります。存在しなくなっ
たフォルダを変数が指していると、Zeppelin ノートブックは起動に失敗します。

エラー: ノートブック使用エラー
Apache Zeppelin ノートブックを使用する場合、設定や環境によってエラーが発生する可能性がありま
す。
• ノートブックサーバーの作成時は、ポリシーがアタッチされた IAM ロールを提供します。
ポリシーに必要なすべてのアクセス権限が含まれていない場合、assumed-role/nameof-role/i-0bf0fa9d038087062 is not authorized to perform some-action
AccessDeniedException などのエラーが発生する可能性があります。IAM コンソールでノートブッ
クサーバーに渡されるポリシーを確認します。
• Zeppelin ノートブックがウェブブラウザで正しくレンダリングされない場合は、ブラウザサポートの
Zeppelin 要件を確認してください。たとえば、Safari ブラウザに特定のバージョンと設定が必要な場合
があります。ブラウザを更新するか、別のブラウザを使用する必要があります。

エラー: クローラの実行に失敗しました
AWS Glue がデータをカタログ化するためにクローラを正常に実行できなかった場合は、次のいずれかの
理由が考えられます。まず、AWS Glue コンソールのクローラリストにエラーがあるかどうかを確認しま
す。クローラ名の横に感嘆符 アイコンがあるかどうかを確認し、アイコンの上にカーソルを置いて関連す
るメッセージを確認します。
• /aws-glue/crawlers にある CloudWatch Logs で実行されるクローラのログを確認します。

エラー: パーティションが更新されませんでした
ETL ジョブの実行時に Data Catalog でパーティションが更新されなかった場合、CloudWatch のログにあ
る DataSink クラスの次のログステートメントが役に立ちます。
• 「Attempting to fast-forward updates to the Catalog - nameSpace:」 — このジョブ
によって変更しようとしているデータベース、テーブル、および catalogId を示します。このステート
メントがここにない場合は、enableUpdateCatalog が true に設定され、getSink() パラメータと
して、または additional_options で正しく渡されるかどうかを確認します。
• 「Schema change policy behavior:」 — 渡したスキーマ updateBehavior 値を示します。
• 「Schemas qualify (schema compare):」 — true または false になります。
• 「Schemas qualify (case-insensitive compare):」 — true または false になります。
• 両方が false であり、updateBehavior に UPDATE_IN_DATABASE が設定されていない場合
は、DynamicFrame スキーマが同一であるか、このスキーマには、Data Catalog テーブルスキーマに表
示される列のサブセットが含まれている必要があります。
パーティションの更新の詳細については、「データカタログのスキーマとパーティションの更新」を参照
してください。
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エラー: Athena データカタログのアップグレード
Athena Data Catalog を AWS Glue Data Catalog にアップグレードする際にエラーが発生した場合
は、Amazon Athena ユーザーガイドの トピック「ステップバイステップの AWS Glue Data Catalog への
アップグレード」を参照してください。

Error: Job bookmark update failed due to version
mismatch (エラー: バージョンの不一致のため、ジョ
ブのブックマークの更新に失敗しました)
AWS Glue ジョブをパラメータ化して、Amazon S3 の異なるデータセットに同じ変換/ロジックを適用し
ようとしている可能性があります。ユーザーは指定の場所で処理されたファイルを追跡したいと考えてい
ます。同じソースバケットで同じジョブを実行し、同じ/異なる送信先に同時に書き込んだ場合 (同時実行
数 >1)、次のエラーによりジョブは失敗します。

py4j.protocol.Py4JJavaError: An error occurred while
callingz:com.amazonaws.services.glue.util.Job.commit.:com.amazonaws.services.gluejobexecutor.model.Ver
Continuation update failed due to version mismatch. Expected version 2 but found version 3

解決策として、同時実行数を 1 に設定するか、ジョブを同時に実行しないようにします。
現在、AWS Glue のブックマークは同時ジョブ実行をサポートしておらず、コミットは失敗します。

エラー : ジョブのブックマークが有効なときにジョブ
がデータを再処理しています
AWS Glue ジョブのブックマークを有効にしてあっても、以前の実行で処理したデータを ETL ジョブで再
処理する場合があります。このエラーの一般的な原因を確認します。
最大同時実行数
ジョブの同時実行の最大数が 1 であることを確認します。。詳細については、「AWS Glue でジョブを追
加する (p. 296)」の最大同時実行数に関する説明を参照してください。ジョブのブックマークのある複数
の同時ジョブがあり、最大同時数が 1 に設定されている場合、ジョブのブックマークは正しく機能しませ
ん。
Job オブジェクトが見つからない
ジョブの実行スクリプトが次のコメントで終わることを確認します。
job.commit()

このオブジェクトを含めると、AWS Glue はジョブ実行のタイムスタンプとパスを記録します。同じパス
でジョブを再度実行すると、AWS Glue は新しいファイルのみを処理します。このオブジェクトを含ま
ず、ジョブのブックマークが有効になっている場合、ジョブはすでに処理されたファイルと共に新しい
ファイルを再処理して、ジョブのターゲットデータストアで冗長化されます。
変換コンテキストパラメータが見つからない
変換コンテキストは、GlueContext クラスのオプションのパラメータですが、ジョブのブックマークは
含めなければ機能しません。このエラーを解決するには、以下に示すように DynamicFrame を作成すると
きに変換コンテキストパラメータを追加します。
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sample_dynF=create_dynamic_frame_from_catalog(database,
table_name,transformation_ctx="sample_dynF")

入力ソース
入力ソースのリレーショナルデータベース (JDBC 接続) を使用している場合は、テーブルのプライマリ
キーが順番になっている場合のみジョブのブックマークが機能します。ジョブのブックマークは新しい
行に対して機能しますが、更新された行に対しては機能しません。これは、ジョブのブックマークで探す
プライマリキーがすでに存在しているからです。これは、入力ソースが Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3) である場合には適用されません。
最終更新日時
Amazon S3 入力ソースの場合、ジョブのブックマークは、ファイル名ではなくオブジェクトの最終更新日
時を確認して、どのオブジェクトを再処理する必要があるのかを確認します。入力ソースデータが最後の
ジョブ実行以降に変更されている場合、ジョブを再度実行すると、ファイルが再度処理されます。

クローラーが Lake Formation の認証情報を使用して
いる場合のクローラーエラーのトラブルシューティン
グ
以下の情報を使用して、Lake Formation の認証情報を使用してクローラーを設定する際のさまざまな問題
を診断し、修正します。

エラー: 「The S3 location: s3://examplepath is not registered」
(S3 ロケーション: s3://examplepath は登録されていません)
Lake Formation の認証情報を使用してクローラーを実行する場合は、最初に Lake Formation のアクセス
許可を設定する必要があります。このエラーを解決するには、ターゲットの Amazon S3 ロケーションを
Lake Formation で登録してください。詳細については、「Amazon S3 ロケーションの登録」を参照して
ください。

エラー: 「User/Role is not authorized to perform:
lakeformation:GetDataAccess on resource」(ユーザー/ロール
は、リソースに対する lakeformation:GetDataAccess の実行が許
可されていません)
IAM コンソールまたは AWS CLI を使用して、クローラーロールに lakeformation:GetDataAccess へ
のアクセス許可を追加してください。この許可があると、Lake Formation がデータにアクセスするための
一時的な認証情報のリクエストを承諾します。以下のポリシーを参照してください。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": [
"lakeformation:GetDataAccess"
],
"Resource": "*"
}
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エラー: 「Insufficient Lake Formation permission(s) on (Database
name: exampleDatabase, Table Name: exampleTable)」(データ
ベース名: exampleDatabase、テーブル名: exampleTable に対す
る Lake Formation へのアクセス許可が不十分です)
Lake Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/) で、出力データベースとして
指定されたデータベースに対するクローラーロールへのアクセス許可 (Create、Describe、Alter) を
付与します。テーブルに対するアクセス許可を付与することもできます。詳細については、「名前付きリ
ソース方式を使用した Data Catalog 許可の付与」を参照してください。

エラー: 「Insufficient Lake Formation permission(s) on s3://
examplepaths」(s3://examplepath に対する Lake Formation への
アクセス許可が不十分です)
1. クロスアカウントでのクローリング
a. Amazon S3 バケットが登録されているアカウント (アカウント B) を使用して、Lake Formation コン
ソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/) にログインします。クローラーを実行する
アカウント (アカウント A) に、データロケーションへのアクセス許可を付与します。これにより、ク
ローラーはターゲットの Amazon S3 ロケーションからデータを読み取ることができます。
b. クローラーが作成されたアカウント (アカウント A) で、クローラーの実行に使用される IAM ロー
ルに、ターゲットの Amazon S3 ロケーションのデータロケーションへのアクセス許可を付与し、
クローラーが Lake Formation の送信先からデータを読み取れるようにします。詳細については、
「データロケーション許可の付与 (外部アカウント)」を参照してください。
2. アカウント内 (クローラーと登録されている Amazon S3 ロケーションが同じアカウントにある) クロー
リング - Amazon S3 ロケーションで実行されるクローラーに使用される IAM ロールにデータロケー
ションへのアクセス許可を付与し、クローラーが Lake Formation のターゲットからデータを読み取れ
るようにします。詳細については、「データロケーション許可の付与 (同じアカウント)」を参照してく
ださい。

Lake Formation の認証情報を使用したクローラーの設定に関す
るよくある質問
1. AWS コンソールを使用して、Lake Formation の認証情報を使用して実行できるようにクローラーを設
定するにはどうすればよいですか。
AWS Glue コンソール (https://console.aws.amazon.com/glue/) で、クローラーを設定する際に、オプ
ション [Use Lake Formation credentials for crawling Amazon S3 data source] (Amazon S3 データソー
スのクローリングに Lake Formation の認証情報を使用する) を選択してください。クロスアカウント
クローリングの場合は、ターゲットの Amazon S3 ロケーションが Lake Formation で登録されている
AWS アカウント ID を指定します。アカウント内クローリングでは、accountId フィールドはオプショ
ンです。
2. AWS CLI を使用して、Lake Formation の認証情報を使用できるようにクローラーを設定するにはどう
すればよいですか。
CreateCrawler API コール中に LakeFormationConfiguration を追加します。
"LakeFormationConfiguration": {
"UseLakeFormationCredentials": true,
"AccountId": "111111111111" (AWS account ID where the target Amazon S3 location is
registered with Lake Formation)
}
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3. Lake Formation の認証情報を使用するクローラーでサポートされているターゲットは何ですか。
Lake Formation の認証情報を使用するクローラーは、Amazon S3 (アカウント内およびクロスアカウン
トのクローリング) と、アカウント内のデータカタログターゲット (基盤となるロケーションが Amazon
S3 である) でのみサポートされています。
4. Lake Formation の認証情報を使用して、複数の Amazon S3 バケットを単一のクローラーの一部として
クローリングできますか。
いいえ。Lake Formation の認証情報供給を使用するターゲットをクローリングするには、基盤となる
Amazon S3 ロケーションが同じバケットに属している必要があります。例えば、複数のお客様が同じ
バケット (bucket1) に属している場合は、複数のターゲットロケーション (s3://bucket1/folder1,
s3://bucket1/folder2) を使用できます。別のバケット (s3://bucket1/folder1、s3://bucket2/folder2)
の指定はサポートされていません。

AWS Glue 機械学習の例外
このトピックでは、機械学習に関連する AWS Glue 例外の HTTP エラーコードとエラー文字列について説
明します。機械学習アクティビティごとに、オペレーションの実行時に発生する可能性があるエラーコー
ドとエラー文字列が表示されます。また、エラーが発生したオペレーションを再試行できるかどうかも確
認できます。

CancelMLTaskRunActivity
このアクティビティには、次の例外があります。
• EntityNotFoundException (400)
• 「ハンドル [transformName] を持つアカウント [accountId] に ML 変換が見つかりません。」
• 「[taskRunId] の ML タスク実行が見つかりません: 変換 [transformName] のアカウント [accountId]
内。」
再試行してもいいですか: いいえ。

CreateMLTaskRunActivity
このアクティビティには、次の例外があります。
• InvalidInputException (400)
• 「予期しない入力による内部サービスエラー。」
• 「AWS Glue テーブルの入力ソースを変換に指定する必要があります｡」
• 「入力ソース列 [columnName] で、カタログに無効なデータ型が定義されています。」
• 「入力レコードテーブルは 1 つだけ指定する必要があります。」
• 「データベース名を指定する必要があります。」
• 「テーブル名を指定する必要があります。」
• 「スキーマが変換に定義されていません｡」
• 「スキーマには、特定の主キー [PrimaryKey] を含める必要があります。」
• 「データカタログスキーマの取得中に問題が発生しました: [message]。」
• 「最大容量とワーカー番号/タイプを同時に設定することはできません。」
• 「WorkerType と NumberOfWorkers の両方を設定する必要があります。」
• 「MaxCapacity は >= [maxCapacity] にする必要があります。」
• 「NumberOfWorkers は >= [maxCapacity] にする必要があります。」
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• 「最大再試行数は負以外にする必要があります。」
• 「一致検索パラメータが設定されていません。」
• 「一致検索パラメータに主キーを指定する必要があります。」
再試行してもいいですか: いいえ。
• AlreadyExistsException (400)
• 「[transformName] という名前の変換はすでに存在します｡」
再試行してもいいですか: いいえ。
• IdempotentParameterMismatchException (400)
• 「変換 [transformName] のべき等作成リクエストにパラメータの不一致がありました。」
再試行してもいいですか: いいえ。
• InternalServiceException (500)
• 「依存関係エラー。」
再試行してもいいですか: はい。
• ResourceNumberLimitExceededException (400)
• 「ML 変換数 ([count]) が [limit] 変換数の制限を超えています。」
再試行してもいいですか: はい。変換を削除して、この新しい変換用のスペースを作成してから再試行で
きます。

DeleteMLTransformActivity
このアクティビティには、次の例外があります。
• EntityNotFoundException (400)
• 「ハンドル [transformName] を持つアカウント [accountId] に ML 変換が見つかりません」
再試行してもいいですか: いいえ。

GetMLTaskRunActivity
このアクティビティには、次の例外があります。
• EntityNotFoundException (400)
• 「ハンドル [transformName] を持つアカウント [accountId] に ML 変換が見つかりません。」
• 「[taskRunId] の ML タスク実行が見つかりません: 変換 [transformName] のアカウント [accountId]
内。」
再試行してもいいですか: いいえ。

GetMLTaskRunsActivity
このアクティビティには、次の例外があります。
• EntityNotFoundException (400)
• 「ハンドル [transformName] を持つアカウント [accountId] に ML 変換が見つかりません。」
• 「[taskRunId] の ML タスク実行が見つかりません: 変換 [transformName] のアカウント [accountId]
内。」
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再試行してもいいですか: いいえ。

GetMLTransformActivity
このアクティビティには、次の例外があります。
• EntityNotFoundException (400)
• 「ハンドル [transformName] を持つアカウント [accountId] に ML 変換が見つかりません。」
再試行してもいいですか: いいえ。

GetMLTransformsActivity
このアクティビティには、次の例外があります。
• EntityNotFoundException (400)
• 「ハンドル [transformName] を持つアカウント [accountId] に ML 変換が見つかりません。」
再試行してもいいですか: いいえ。
• InvalidInputException (400)
• 「アカウント ID を空白にすることはできません。」
• 「列 [column] での並べ替えはサポートされていません。」
• 「[column] を空白にすることはできません。」
• 「予期しない入力による内部サービスエラー。」
再試行してもいいですか: いいえ。

GetSaveLocationForTransformArtifactActivity
このアクティビティには、次の例外があります。
• EntityNotFoundException (400)
• 「ハンドル [transformName] を持つアカウント [accountId] に ML 変換が見つかりません。」
再試行してもいいですか: いいえ。
• InvalidInputException (400)
• 「サポートされていないアーティファクトタイプ [artifactType]。」
• 「予期しない入力による内部サービスエラー。」
再試行してもいいですか: いいえ。

GetTaskRunArtifactActivity
このアクティビティには、次の例外があります。
• EntityNotFoundException (400)
• 「ハンドル [transformName] を持つアカウント [accountId] に ML 変換が見つかりません。」
• 「[taskRunId] の ML タスク実行が見つかりません: 変換 [transformName] のアカウント [accountId]
内。」
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再試行してもいいですか: いいえ。
• InvalidInputException (400)
• 「ファイル名 '[fileName]' は発行に対して無効です。」
• 「[taskType] タスクタイプのアーティファクトを取得できません。」
• 「[artifactType] のアーティファクトを取得できません。」
• 「予期しない入力による内部サービスエラー。」
再試行してもいいですか: いいえ。

PublishMLTransformModelActivity
このアクティビティには、次の例外があります。
• EntityNotFoundException (400)
• 「ハンドル [transformName] を持つアカウント [accountId] に ML 変換が見つかりません。」
• 「アカウント ID - [accountId] - および変換 ID - [transformId] で、バージョン - [version] を持つ既存の
モデルが見つかりません。」
再試行してもいいですか: いいえ。
• InvalidInputException (400)
• 「ファイル名 '[fileName]' は発行に対して無効です。」
• 「符号なし文字列 [string] の先頭のマイナス記号が不正です。」
• 「[string] の末尾に不正な数字があります。」
• 「文字列値 [string] が符号なし長整数の範囲を超えています。」
• 「予期しない入力による内部サービスエラー。」
再試行してもいいですか: いいえ。

PullLatestMLTransformModelActivity
このアクティビティには、次の例外があります。
• EntityNotFoundException (400)
• 「ハンドル [transformName] を持つアカウント [accountId] に ML 変換が見つかりません。」
再試行してもいいですか: いいえ。
• InvalidInputException (400)
• 「予期しない入力による内部サービスエラー。」
再試行してもいいですか: いいえ。
• ConcurrentModificationException (400)
• 「競合する挿入のパラメータが一致しないため､トレーニング対象のモデルバージョンを作成できませ
ん｡」
• 「変換 ID [transformId] の ML 変換モデルが古いか、別のプロセスによって更新中です。再試行してく
ださい。」
再試行してもいいですか: はい。
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PutJobMetadataForMLTransformActivity
このアクティビティには、次の例外があります。
• EntityNotFoundException (400)
• 「ハンドル [transformName] を持つアカウント [accountId] に ML 変換が見つかりません。」
• 「[taskRunId] の ML タスク実行が見つかりません: 変換 [transformName] のアカウント [accountId]
内。」
再試行してもいいですか: いいえ。
• InvalidInputException (400)
• 「予期しない入力による内部サービスエラー。」
• 「不明なジョブメタデータタイプ [jobType]。」
• 「更新するタスク実行 ID を指定する必要があります。」
再試行してもいいですか: いいえ。

StartExportLabelsTaskRunActivity
このアクティビティには、次の例外があります。
• EntityNotFoundException (400)
• 「ハンドル [transformName] を持つアカウント [accountId] に ML 変換が見つかりません。」
• 「アカウント ID [accountId] に変換 ID [transformId] のラベルセットがありません。」
再試行してもいいですか: いいえ。
• InvalidInputException (400)
• 「[message]。」
• 「指定した S3 パスは、変換と同じリージョン内にありません。」 リージョン - [region] が必要です
が、- [region] が提供されました。」
再試行してもいいですか: いいえ。

StartImportLabelsTaskRunActivity
このアクティビティには、次の例外があります。
• EntityNotFoundException (400)
• 「ハンドル [transformName] を持つアカウント [accountId] に ML 変換が見つかりません。」
再試行してもいいですか: いいえ。
• InvalidInputException (400)
• 「[message]。」
• 「無効なラベルファイルパスです。」
• 「[labelPath] のラベルファイルにアクセスできません。[message]。」
• 「変換で提供された IAM ロールを使用できません。ロール: [role]。」
• 「サイズ 0 の無効なラベルファイル｡」
• 「指定した S3 パスは、変換と同じリージョン内にありません。」 リージョン - [region] が必要です
が、- [region] が提供されました。」
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再試行してもいいですか: いいえ。
• ResourceNumberLimitExceededException (400)
• 「ラベルファイルが [limit] MB の制限を超えています。」
再試行してもいいですか: いいえ。ラベルファイルをいくつかの小さなファイルに分割することを検討し
てください。

StartMLEvaluationTaskRunActivity
このアクティビティには、次の例外があります。
• EntityNotFoundException (400)
• 「ハンドル [transformName] を持つアカウント [accountId] に ML 変換が見つかりません。」
再試行してもいいですか: いいえ。
• InvalidInputException (400)
• 「入力レコードテーブルは 1 つだけ指定する必要があります。」
• 「データベース名を指定する必要があります。」
• 「テーブル名を指定する必要があります。」
• 「一致検索パラメータが設定されていません。」
• 「一致検索パラメータに主キーを指定する必要があります。」
再試行してもいいですか: いいえ。
• MLTransformNotReadyException (400)
• 「このオペレーションは READY 状態の変換にのみ適用できます。」
再試行してもいいですか: いいえ。
• InternalServiceException (500)
• 「依存関係エラー。」
再試行してもいいですか: はい。
• ConcurrentRunsExceededException (400)
• 「ML タスク実行数 [count] が [limit] タスク実行の変換制限を超えています。」
• 「ML タスク実行数 [count] が [limit] タスク実行数の制限を超えています。」
再試行してもいいですか: はい。タスク実行が完了するまで待ってから再試行できます。

StartMLLabelingSetGenerationTaskRunActivity
このアクティビティには、次の例外があります。
• EntityNotFoundException (400)
• 「ハンドル [transformName] を持つアカウント [accountId] に ML 変換が見つかりません。」
再試行してもいいですか: いいえ。
• InvalidInputException (400)
• 「入力レコードテーブルは 1 つだけ指定する必要があります。」
• 「データベース名を指定する必要があります。」
• 「テーブル名を指定する必要があります。」
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• 「一致検索パラメータが設定されていません。」
• 「一致検索パラメータに主キーを指定する必要があります。」
再試行してもいいですか: いいえ。
• InternalServiceException (500)
• 「依存関係エラー。」
再試行してもいいですか: はい。
• ConcurrentRunsExceededException (400)
• 「ML タスク実行数 [count] が [limit] タスク実行の変換制限を超えています。」
再試行してもいいですか: はい。タスク実行の完了後に再試行できます。

UpdateMLTransformActivity
このアクティビティには、次の例外があります。
• EntityNotFoundException (400)
• 「ハンドル [transformName] を持つアカウント [accountId] に ML 変換が見つかりません。」
再試行してもいいですか: いいえ。
• InvalidInputException (400)
• 「[TransformName] という名前の別の変換がすでに存在します｡」
• 「[message]。」
• 「変換名を空白にすることはできません。」
• 「最大容量とワーカー番号/タイプを同時に設定することはできません。」
• 「WorkerType と NumberOfWorkers の両方を設定する必要があります。」
• 「MaxCapacity は >= [minMaxCapacity] にする必要があります。」
• 「NumberOfWorkers は >= [minNumWorkers] にする必要があります。」
• 「最大再試行数は負以外にする必要があります。」
• 「予期しない入力による内部サービスエラー。」
• 「一致検索パラメータが設定されていません。」
• 「一致検索パラメータに主キーを指定する必要があります。」
再試行してもいいですか: いいえ。
• AlreadyExistsException (400)
• 「[transformName] という名前の変換はすでに存在します｡」
再試行してもいいですか: いいえ。
• IdempotentParameterMismatchException (400)
• 「変換 [transformName] のべき等作成リクエストにパラメータの不一致がありました。」
再試行してもいいですか: いいえ。

AWS Glue のクォータ
AWS Support に連絡して、AWS 全般のリファレンスに記載されているサービスのクォータに関
し、クォータの引き上げをリクエストすることができます。特に明記されていない限り、クォータはリー
ジョンごとに存在します。詳細については、「AWS Glue エンドポイントとクォータ」を参照してくださ
い。
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AWS Glue の既知の問題
AWS Glue には以下の既知の問題があります。
トピック
• クロスジョブデータアクセスの防止 (p. 1117)

クロスジョブデータアクセスの防止
単一の AWS アカウントに 2 つの AWS Glue Spark ジョブがあり、それぞれが別の AWS Glue Spark クラ
スターで実行されている状況を考慮します。ジョブは、AWS Glue 接続を使用して、同じ Virtual Private
Cloud (VPC) 内のリソースにアクセスしています。この状況では、一方のクラスターで実行されている
ジョブが、もう一方のクラスターで実行されているジョブのデータにアクセスできる可能性があります。
次の図は、この状況の例を示しています。

この図では、AWS Glue Job-1 は Cluster-1 で実行され 、Job-2 は Cluster-2 で実行されています。
どちらのジョブも、VPC の Subnet-1 に存在する Amazon Redshift の同じインスタンスを使用していま
す。Subnet-1 は、パブリックサブネットであることもプライベートサブネットであることもあります。
Job-1 は、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) Bucket-1 からデータを変換し、データを
Amazon Redshift に書き込んでいます。Job-2 は Bucket-2 のデータで同じ処理を行っています。Job-1
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は、Bucket-1 へのアクセスを許可する AWS Identity and Access Management (IAM) ロール Role-1 (非
表示) を使用しています。Job-2 は、Bucket-2 へのアクセスを許可する Role-2 (非表示) を使用してい
ます。
この 2 つのジョブにはネットワークパスがあり、相互のクラスターと通信し、相互のデータにアクセスで
きるようになっています。たとえば、Job-2 は Bucket-1 のデータにアクセスできます。この図では、
これは赤色のパスとして示されています。
このような状況を回避するため、Job-1 および Job-2 に異なるセキュリティ設定をアタッチすることを
お勧めします。セキュリティ設定をアタッチすることで、データへのクロスジョブアクセスは AWS Glue
が作成する証明書によってブロックされます。セキュリティ設定は、ダミー設定にすることができます。
つまり、Amazon S3 データ、Amazon CloudWatch データ、ジョブのブックマークの暗号化を有効にする
ことなく、セキュリティ設定を作成できます。3 つの暗号化オプションはすべて無効にできます。
セキュリティ設定の詳細については、「the section called “AWS Glue によって書き込まれたデータの暗号
化” (p. 1047)」を参照してください。

セキュリティ設定をジョブにアタッチするには
1.
2.

https://console.aws.amazon.com/glue/ で AWS Glue コンソール を開きます。
ジョブの [Configure the job properties (ジョブプロパティの設定)] ページで、[セキュリティ設定、ス
クリプトライブラリおよびジョブパラメータ] セクションを展開します。

3.

リストでセキュリティ設定を選択します。

1118

AWS Glue デベロッパーガイド

AWS Glue のドキュメント履歴
変更

説明

日付

Amazon S3 イベント通知のク
ロールを高速化するときの Data
Catalog ターゲットに対するサ
ポートの追加 (p. 1119)

Amazon S3 ターゲットに対
2022 年 10 月 13 日
する既存のサポートに加え
て、Amazon S3 イベント通知を
使用した Data Catalog ターゲッ
トのクロールの高速化に対するサ
ポートが利用可能になりました。
詳細については、「Amazon S3
イベント通知を使用したクロール
の高速化」を参照してください。

クローラーが作成できるテー
ブルの最大数の指定をサポー
ト (p. 1119)

クローラーが作成できるテーブル 2022 年 9 月 6 日
の最大数を指定できるようになり
ました。詳細については、「How
to specify the maximum number
of tables the crawler is allowed to
create」(クローラーが作成でき
るテーブルの最大数を指定する方
法) を参照してください。

AWS Glue 内の Python シェル
ジョブでの Python 3.9 のサポー
ト (p. 1119)

AWS Glue 内の Python シェル
2022 年 8 月 11 日
ジョブで Python 3.9 との互換性
のあるスクリプトを実行したり、
事前にパッケージ済みのライブ
ラリセットを選択できるように
なりました。詳細については、
「AWS Glue の Python シェル
ジョブ」を参照してください。

緊急性のない、または時間的な
制約のない AWS Glue ジョブ
の、予備の容量上での実行をサ
ポート (p. 1119)

実稼働前のジョブ、テスト、1 回 2022 年 8 月 9 日
限りのデータの読み込みなど、
緊急性のないジョブに対する柔
軟なジョブ実行を設定できるよう
になりました。詳細については、
「AWS Glue でジョブを追加す
る」を参照してください。

ストリーミングジョブ向けの新
しいワーカータイプのサポー
ト (p. 1119)

少量のストリーミングジョブ用に 2022 年 7 月 14 日
G.025X ワーカータイプを使用で
きるようになりました。詳細につ
いては、「AWS Glue でジョブを
追加する」を参照してください。

AWS Glue 接続での Kafka SASL
の使用のサポート (p. 1119)

AWS Glue 接続で Kafka SASL
の使用がサポートされるよ
うになりました。詳細につ
いては、「AWS Glue Kafka
connection properties for client
authentication」(クライアント認
証用の Kafka 接続プロパティ) を
参照してください。
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Protobuf スキーマ用の
Apache kafka コネクタサポー
ト (p. 1119)

現在、Protobuf スキーマ用の
Apache Kafka コネクタサポー
トがご利用可能です。詳細につ
いては、「AWS Glue Schema
Registry」を参照してください。

2022 年 6 月 9 日

AWS Glue ジョブ (GA) の Auto
Scaling のサポート (p. 1119)

AWS Glue バージョン 3.0 のジョ 2022 年 4 月 14 日
ブに Auto Scaling を使用して、
コンピューティングリソースを
動的にスケーリングする方法に関
する情報を追加しました。 詳
細については、「AWS Glue の
Auto Scaling を利用する」を参照
してください。

AWS Glue 開発とAWS Glue ジョ Docker での開発手順を含
2022 年 3 月 14 日
ブスクリプトのテストに関する
む、AWS Glue 向けとして利用
ドキュメントの更新 (p. 1119)
可能な開発とテストの方法に関
する情報を再編成して追加しま
した。詳細については、「AWS
Glue ETL ライブラリを使用した
ETL スクリプトのローカルでの
開発とテスト」を参照してくださ
い。
AWS Glue スキーマレジストリ
でサポートされるデータ形式に
protocol buffers (protobuf) を追
加 (p. 1119)

サポートされているデータ形式
2022 年 2 月 25 日
として (AVRO および JSON に加
えて) Protobuf に関する情報を追
加しました。詳細については、
「AWS Glue Schema Registry」
を参照してください。

Delta Lake テーブルのクローリ
ングのサポート (p. 1119)

AWS Glue を使用して Delta Lake 2022 年 2 月 24 日
テーブルをクロールする情報を
追加しました。詳細について
は、「Delta Lake データストア
の設定オプションを指定する方
法」を参照してください。

AWS Glue ジョブインサイトのサ AWS Glue ジョブインサイト
2022 年 2 月 8 日
ポート (p. 1119)
の使用に関する情報を追加し
て、AWS Glue ジョブのジョブ
のデバッグと最適化を簡素化し
ます。詳細については、「AWS
Glue ジョブインサイトを使用し
たモニタリング」を参照してくだ
さい。
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VPC エンドポイントを使用した
Amazon S3 backed データカタロ
グテーブルのクロールのサポー
ト (p. 1119)

セキュリティ、監査、またはコ
ントロールのために、Amazon
Virtual Private Cloud 環境
(Amazon VPC) でのみアクセス
するように Amazon S3 backed
データストアを設定する方法
に関する情報を追加しました。
詳細については、「Crawling
an Amazon S3 Data Store or
Amazon S3 backed Data Catalog
tables using a VPC Endpoint」を
参照してください。

2022 年 2 月 3 日

Lake Formation ガバメントテー
ブルのSupport (p. 1119)

ACID トランザクション、自動
データ圧縮、および時間移動ク
エリを AWS Glue サポートする
Lake Formation 管理テーブル
のサポートについての情報を追
加しました 詳細については、
「AWS Glue API および AWS
Lake Formation デベロッパーガ
イド」を参照してください。

2021 年 11 月 30 日

インタラクティブセッションお
よびノートブックに追加され
た新規の AWS マネージドポリ
シー (p. 1119)

IAM の新しいマネージドポリ
2021 年 11 月 30 日
シーにより、AWS Glue インタラ
クティブなセッションとノート
ブックで使用するためのセキュリ
ティが強化されました。詳細につ
いては、「AWS マネージド(事前
定義) ポリシーAWS Glue」を参
照してください。

パブリックプレビュー機能のド
キュメント (p. 1119)

AWS Glue と AWS Glue Studio
2021 年 11 月 23 日
のプレビューリリースで利用可能
な機能の説明。詳細については、
「AWS Glue および AWS Glue
Studio プレビュー機能」を参照
してください。

Glue スキーマレジストリがスト
リーミングジョブでサポートさ
れるようになりました (p. 1119)

Glue スキーマレジストリの一部 2021 年 11 月 15 日
であるテーブルにアクセスする
ストリーミングジョブを作成でき
ます。詳細については、「AWS
Glue Schema Registry とスト
リーミング ETL ジョブを追加
AWS Glue」を参照してくださ
い。

新しい機械学習機能のサポー
ト (p. 1119)

インクリメンタルマッチングや
2021 年 10 月 31 日
マッチスコアリングなど、機械
学習変換の新機能に関する情報を
追加しました。詳細については、
「インクリメンタルマッチの検
索」と「マッチの信頼度スコアを
使用した一致の質の推定」を参照
してください。
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(プライベートプレビュー) AWS
Glue フレックスジョブをサポー
ト (p. 1119)

柔軟な実行クラスを持つ AWS
2021 年 10 月 29 日
Glue Spark ジョブの設定に関す
る情報が追加されました。これ
は、開始時間と完了時間が異な
る時間的な制約のあるジョブに
適しています。詳細については、
「AWS Glue でジョブを追加す
る」を参照してください。

Amazon S3 イベント通知を使用
したクロールの高速化をサポー
ト (p. 1119)

Amazon S3 イベント通知を使
2021 年 10 月 15 日
用したクロールの高速化に関す
る追加情報。詳細については、
「Amazon S3 イベント通知を使
用したクロールの高速化」を参照
してください。

アクセスコントロールおよび
VPC に関連するセキュリティ設
定オプションの追加 (p. 1119)

AWS Glue および VPC の設定
で新しいアクセス制御アクセ
ス許可を設定する方法について
の情報を追加しました。詳細に
ついては「AWS のタグ AWS
Glue」、「条件キーまたはコン
テキストキーを使用して設定を
制御する ID ベースのポリシー
(IAM ポリシー)」、「すべての
設定AWSVPC を通過するための
コール」を参照してください。

VPC エンドポイントポリシー
のサポートが追加されまし
た (p. 1119)

AWS Glue でVirtual Private
2021 年 10 月 11 日
Cloud (VPC) エンドポイントポ
リシーのサポートに関する情報
を追加しました。詳細について
は、「AWS Glue とインターフェ
イス VPC エンドポイント (AWS
PrivateLink)」を参照してくださ
い。

AWS Glue バージョンのサポー
トポリシーのドキュメント
化 (p. 1119)

AWS Glue バージョンサポートポ 2021 年 9 月 24 日
リシーと、特定の期間終了フェー
ズ AWS Glue バージョンに関す
る情報を追加しました。詳細につ
いては、「AWS Glue バージョン
サポートのポリシー」を参照して
ください。
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サポート対象 AWS Glue インタ
ラクティブセッション (プライ
ベートプレビュー) (p. 1119)

(プライベートプレビュー) の使用 2021 年 8 月 24 日
方法に関する情報を追加。任意
の Jupyter Notebook から Spark
ワークロードをクラウドで実行す
るための AWS Glue 対話型セッ
ション。インタラクティブセッ
ションは AWS Glue 2.0以降を使
用する場合、AWS Glue 抽出、
変換、ロード（ETL）のコードを
開発するための好ましい方法で
す。詳細については、「Jupyter
Notebook の AWS Glue インタラ
クティブセッションのセットアッ
プと実行」を参照してください。

ブループリントからのワー
クフロー作成のサポート
(GA) (p. 1119)

ブループリントでの一般的な抽
2021 年 8 月 23 日
出、変換、ロード (ETL) ユース
ケースのコーディングと、その後
のブループリントからのワークフ
ローの作成に関する情報を追加し
ました。データアナリストが複雑
な ETL プロセスを簡単に作成し
て実行できるようにしています。
詳細については、「Performing
Complex ETL Activities Using
blueprints and Workflows in AWS
Glue」を参照してください。

AWS Glue バージョン 3.0 のサ
ポート。 (p. 1119)

AWS Glue バージョン 3.0 のサ
2021 年 8 月 18 日
ポートについての情報を追加
しました。Apache Spark ETL
ジョブを実行するための Apache
Spark 3.0 エンジンのアップグ
レード、およびその他の最適
化とアップグレードをサポー
トしています。詳細について
は、AWS Glue リリースノートお
よび「Migrating AWS Glue jobs
to AWS Glue version 3.0」を参照
してください。このリリースの特
徴には、他に、AWS Glue シャッ
フルマネージャー、SIMD ベク
トル化された CSV リーダー、
カタログパーティションの述語
などがあります。詳細について
は、「AWS Glue Spark shuffle
manager with Amazon S3」、
「Format Options for ETL Inputs
and Outputs in AWS Glue」、お
よび「Server-side filtering using
catalog partition predicates」を参
照してください。
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Amazon EventBridgeイベントで
ワークフローを開始するための
サポート (p. 1119)

イベント駆動型アーキテクチャで 2021 年 7 月 14 日
AWS Glue がイベントを使用する
方法についての情報を追加しまし
た。詳細については、「Starting
an AWS Glue Workflow with
an Amazon EventBridge
Event」および「Viewing the
EventBridge Events That Started
a Workflow」を参照してくださ
い。

AWS Glue スキーマレジストリで サポートされているデータ形式
サポートされるデータ形式とし
として JSON に関する情報を追
て JSON を追加 (p. 1119)
加しました (AVRO に加えて)。
詳細については、「AWS Glue
Schema Registry」を参照してく
ださい。

2021 年 6 月 30 日

データカタログテーブルなしで
2021 年 6 月 15 日
create_data_frame_from_options
AWS Glue ストリーミングジョブ Python 関数または getSource
を作成 (p. 1119)
for Scala スクリプトは、Data
Catalog テーブルを必要とせず、
データストリームを直接参照する
ストリーミング ETL ジョブの作
成をサポートします。
AWS Glue 機械学習変換で AWS
Key Management Service キーの
サポート開始 (p. 1119)

コンソール、CLI、または AWS
Glue API で、AWS Glue 機械学
習変換設定時に、セキュリティ
設定または AWS KMS キーを指
定できます。詳細については、
「Using Data Encryption with
Machine Learning Transforms」
および「AWS Glue Machine
Learning API」を参照してくださ
い。

2021 年 6 月 15 日

AWSGlueConsoleFullAccess
AWS マネージドポリシーのアッ
プデート (p. 1119)

AWSGlueConsoleFullAccess
AWS マネージドポリシーへのマ
イナーアップデートに関する情
報を追加しました。詳細につい
ては、「AWS Glue Updates to
AWS Managed Policies」を参照
してください。

2021 年 6 月 10 日

クローラー出力のテーブルの
場所を示す値の指定をサポー
ト (p. 1119)

クローラーの出力設定時、テーブ 2021 年 6 月 4 日
ルの場所を示す値の指定に関する
情報を追加しました。詳細につい
ては、「How to specify the table
location」を参照してください。

Amazon S3 データストアのク
ロール時、データセット内の
ファイルのサンプルのクロール
をサポート (p. 1119)

Amazon S3 をクロールするとき 2021 年 5 月 10 日
にファイルのサンプルをクロール
する方法に関する情報を追加しま
した。詳細については、「クロー
ラーのプロパティ」を参照してく
ださい。
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AWS Glue 最適化された parquet
ライターのサポート (p. 1119)

DynamicFrames 用の AWS Glue 2021 年 5 月 4 日
最適化された parquet ライター
を使用して parquet 分類された
テーブルを作成または更新する
方法についての情報を追加しまし
た。詳細については、「Creating
Tables, Updating Schema, and
Adding New Partitions in the Data
Catalog from AWS Glue ETL
Jobs」および「Format Options
for ETL Inputs and Outputs in
AWS Glue」を参照してくださ
い。

Kafka クライアント認証パスワー
ドのサポート (p. 1119)

Apache Kafka ストリームプロ
2021 年 4 月 28 日
デューサーを使用した AWS Glue
でサポートされる SSL クライ
アント証明書認証での ETL ジョ
ブのストリーミング方法に関す
る情報を追加しました。Apache
Kafka クラスターへの AWS Glue
接続を定義する際に、カスタム
証明書を指定できるようになり
ました。これは、認証時に AWS
Glue で使用されます。詳細につ
いては、「AWS Glue Connection
Properties」および「Connection
API」を参照してください。

ストリーミング ETL ジョブ
で、別のアカウントの Amazon
Kinesis Data Streams からのデー
タの使用をサポート (p. 1119)

ストリーミング ETL ジョブの
2021 年 3 月 30 日
作成による別のアカウントの
Amazon Kinesis Data Streams か
らのデータの使用に関する情報を
追加しました。詳細については、
「AWS Glue でストリーミング
ETL ジョブを追加する」を参照
してください。

ブループリントからのワークフ
ロー作成のサポート (公開プレ
ビュー) (p. 1119)

(公開プレビュー) ブループリント 2021 年 3 月 22 日
での一般的な抽出、変換、ロー
ド (ETL) のユースケースのコー
ディングと、その後のブループリ
ントからのワークフローの作成に
関する情報を追加しました。デー
タアナリストが複雑な ETL プロ
セスを簡単に作成して実行でき
るようにしています。詳細につ
いては、「Performing Complex
ETL Activities Using blueprints
and Workflows in AWS Glue」を
参照してください。
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AWS Glue 機械学習変換の列
重要度メトリクスのサポー
ト (p. 1119)

AWS Glue 機械学習変換使用時
の列重要度メトリクスの表示に
関する情報が追加されました。
詳細については、「Working with
Machine Learning Transforms on
the AWS Glue Console」を参照
してください。

2021 年 2 月 5 日

Glue バージョン 2.0 でストリー
ミング ETL ジョブの実行のサ
ポート (p. 1119)

Glue バージョン 2.0 でのスト
2020 年 12 月 18 日
リーミング ETL ジョブの実行に
関するサポートに関する情報を
追加しました。詳細については、
「AWS Glue でストリーミング
ETL ジョブを追加する」を参照
してください。

実行に上限を設定したワーク
ロードのパーティション化のサ
ポート (p. 1119)

ワークロードのパーティション
化を有効にして、データセッ
トサイズまたは ETL ジョブ実
行で処理されるファイル数の上
限を設定する方法に関する情報
を追加しました。詳細について
は、「Workload Partitioning with
Bounded Execution」を参照して
ください。

拡張パーティション管理のサ
ポート (p. 1119)

新しい API を使用して、既存の
2020 年 11 月 23 日
テーブルに対してパーティション
インデックスを追加または削除す
る方法に関する情報を追加しまし
た。詳細については、「Working
with Partition Indexes」を参照し
てください。

2020 年 11 月 23 日

AWS Glue スキーマレジストリの AWS Glue スキーマレジストリを 2020 年 11 月 19 日
サポート (p. 1119)
使用して、スキーマを一元的に
検出し、コントロールし、進化さ
せる方法に関する情報を追加しま
した。詳細については、「AWS
Glue Schema Registry」を参照し
てください。
ストリーミング ETL ジョブでの
grok 入力フォーマットのサポー
ト (p. 1119)

ログファイルなどのストリーミ
ングソースへの Grok パターン
の適用に関する情報が追加さ
れました。詳細については、
「Applying Grok Patterns to
Streaming Sources」を参照して
ください。

2020 年 11 月 17 日

AWS Glue コンソールでのワーク AWS Glue コンソールを使用し
フローへのタグの追加をサポー
てワークフローを作成するとき
ト (p. 1119)
のタグの追加に関する情報を追
加しました。詳細については、
「Creating and Building Out a
Workflow Using the AWS Glue
Console」を参照してください。

2020 年 10 月 27 日
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増分クローラー実行のサポー
ト (p. 1119)

前回の実行以降に追加された
Amazon S3 フォルダのみをク
ロールする増分クローラー実
行のサポートに関する情報を追
加しました。詳細については、
「Incremental Crawls」を参照し
てください。

ストリーミング ETL データ
ソースのスキーマ検出のサ
ポート。Avro ストリーミン
グ ETL データソースとセルフ
マネージド型の kafkのサポー
ト。 (p. 1119)

AWS Glue でのストリーミング
2020 年 10 月 7 日
抽出、変換、ロード (ETL) ジョ
ブで、受信レコードのスキーマ
を自動的に検出し、レコードご
とにスキーマの変更を処理でき
るようになりました。自己管理
型 Kafka データソースがサポー
トされるようになりました。ス
トリーミング ETL ジョブで、
データソースの Avro 形式がサ
ポートされるようになりました。
詳細については、「Streaming
ETL in AWS Glue」、「Defining
Job Properties for a Streaming
ETL Job」、および「Notes and
Restrictions for Avro Streaming
Sources」を参照してください。

MongoDB および DocumentDB
データソースのクロールのサ
ポート (p. 1119)

MongoDB および Amazon
2020 年 10 月 5 日
DocumentDB (MongoDB 互換)
データソースをクロールするた
めのサポートに関する情報を追
加しました。詳細については、
「Defining Crawlers」を参照して
ください。

FIPS コンプライアンスのサポー
ト (p. 1119)

AWS Glue を使用してデータにア 2020 年 9 月 23 日
クセスするときに FIPS 140-2 検
証済みの暗号化モジュールを必
要とするお客様のための FIPS エ
ンドポイントに関する情報を追
加しました。詳細については、
「FIPS Compliance」を参照して
ください。

AWS Glue Studio Glue Studio で
の、ジョブを作成およびモニタ
リングするための使いやすいビ
ジュアルインターフェイスの提
供 (p. 1119)

シンプルなグラフベースのイン
2020 年 9 月 23 日
ターフェイスを使用して、データ
を移動および変換するジョブを作
成し、AWS Glue で実行できるよ
うになりました。その後、AWS
Glue Studio Glue Studio のジョブ
実行ダッシュボードを使用して
ETL の実行をモニタリングし、
ジョブが意図したとおりに動作
していることを確認できます。詳
細については、AWS Glue Studio
ユーザーガイド を参照してくだ
さい。
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クエリのパフォーマンスを向上
させるためのテーブルインデッ
クス作成のサポート (p. 1119)

テーブルからパーティションの
2020 年 9 月 9 日
サブセットを取得できるように
するテーブルインデックスの作成
に関する情報が追加されました。
詳細については、「Working with
Partition Indexes」を参照してく
ださい。

Apache Spark ETL ジョブを実行
する際のスタートアップ時間の
削減を AWS Glue バージョン 2.0
でサポートしました。 (p. 1119)

AWS Glue バージョン 2.0 のサ
ポートについての情報を追加
しました。このバージョンで
は、Apache Spark ETL ジョブを
実行するインフラストラクチャ
がアップグレードされ、スター
トアップ時間の短縮、ログ記録
の変更、ジョブレベルでの追加
の Python モジュール指定のサ
ポートが行われます。詳細につ
いては、「AWS Glue Release
Notes」および「Running Spark
ETL Jobs with Reduced Startup
Times」を参照してください。

2020 年 8 月 10 日

同時ワークフロー実行数の制限
のサポート。 (p. 1119)

特定のワークフローの同時ワー
クフロー実行数を制限する方法
に関する情報を追加しました。
詳細については、「Creating and
Building Out a Workflow Using
the AWS Glue Console」を参照
してください。

2020 年 8 月 10 日

VPC エンドポイントを使用した
Amazon S3 データストアのク
ロールのサポート (p. 1119)

セキュリティ、監査、またはコ
2020 年 8 月 7 日
ントロールのために、Amazon
Virtual Private Cloud 環境
(Amazon VPC) でのみアクセスす
るように Amazon S3 データスト
アを設定する方法に関する情報を
追加しました。詳細については、
「Crawling an Amazon S3 Data
Store using a VPC Endpoint」を
参照してください。

ワークフロー実行再開のサポー
ト (p. 1119)

1 つ以上のノード (ジョブまた
はクローラー) が正常に完了し
なかったために部分的にしか
完了しなかったワークフロー実
行を再開する方法に関する情報
を追加しました。詳細について
は、「Repairing and Resuming a
Workflow Run」を参照してくだ
さい。
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の kafka 接続でのプライベー
ト CA 証明書の有効化をサポー
ト。AWS Glue (p. 1119)

AWS Glue の Kafka 接続のプラ
イベート CA 証明書を有効にす
ることをサポートする新しい接
続オプションに関する情報を追
加しました。詳細については、
「Connection Types and Options
for ETL in AWS Glue」および
「Special Parameters Used by
AWS Glue」を参照してくださ
い。

別のアカウント内の DynamoDB
データ読み取りのサポー
ト (p. 1119)

別の AWS アカウントの
2020 年 7 月 17 日
DynamoDB テーブルからのデー
タの読み取りの AWS Glue サ
ポートに関する情報を追加しまし
た。詳細については、「Reading
from DynamoDB Data in Another
Account」を参照してください。

AWS Glue バージョン 1.0 以降で DynamoDB ライター、および
の DynamoDB ライター接続のサ DynamoDB の読み書き用の新し
ポート (p. 1119)
い接続オプションまたは更新さ
れた接続オプションのサポート
に関する情報を追加しました。
詳細については、「Connection
Types and Options for ETL in
AWS Glue」を参照してくださ
い。

2020 年 7 月 20 日

2020 年 7 月 17 日

リソースリンクのサポート AWS
Glue およびand Lake Formation
を用いたアカウント横断アクセ
ス制御のサポート (p. 1119)

リソースリンクと呼ばれる新
2020 年 7 月 7 日
しい Data Catalog オブジェ
クトに関するコンテンツ、お
よび AWS Glue と AWS Lake
Formation の両方でアカウント
間の Data Catalog リソース共
有を管理する方法に関するコン
テンツを追加しました。詳細に
ついては、「Granting CrossAccount Access」および「Table
Resource Links」を参照してくだ
さい。

DynamoDB データストアをク
ロールするときのレコードのサ
ンプリングのサポート (p. 1119)

DynamoDB データストアのク
2020 年 6 月 12 日
ロール時に設定できる新しいプ
ロパティに関する情報を追加しま
した。詳細については、「クロー
ラーのプロパティ」を参照してく
ださい。

ワークフロー実行停止のサポー
ト。 (p. 1119)

特定のワークフローのワークフ
2020 年 5月 14 日
ロー実行を停止する方法に関す
る情報を追加しました。詳細につ
いては、「ワークフロー実行の停
止」を参照してください。
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Spark ストリーミング ETL ジョ
ブのサポート (p. 1119)

ストリーミングデータソース
を使用した抽出/変換/ロード
(ETL、Extract/Transform/Load)
ジョブの作成に関する情報を追
加しました。詳細については、
「AWS Glue でストリーミング
ETL ジョブを追加する」を参照
してください。

ETL ジョブの実行後のテーブル
の作成、スキーマの更新、デー
タカタログでの新規パーティ
ション追加のサポート (p. 1119)

テーブルの作成、スキーマの更
2020 年 4 月 2 日
新、およびデータカタログで
の ETL ジョブの結果を確認す
るための新しいパーティショ
ンの追加を有効にする方法につ
いての情報が追加されました。
詳細については、「Creating
Tables, Updating Schema, and
Adding New Partitions in the Data
Catalog from AWS Glue ETL
Jobs」を参照してください。

AWS Glue で、ETL 入力および
出力として Apache Avro データ
形式のバージョン指定のサポー
ト (p. 1119)

Apache Avro データ形式のバー
2020 年 3 月 31 日
ジョンを AWS Glue の ETL 入
力および出力として指定する
方法についての情報を追加しま
した。デフォルトバージョン
1.7。version フォーマットオ
プションを使用して、Avro バー
ジョン 1.8 を指定して、論理読み
取り / 書き込みを有効にすること
ができます。詳細については、
「Format Options for ETL Inputs
and Outputs in AWS Glue」を参
照してください。

Parquet データを Amazon S3
に書き込むための EMRFS S3
最適化コミッターのサポー
ト (p. 1119)

AWS Glue ジョブの作成または
2020 年 3 月 30 日
更新時に、EMRFR S3 向けに最
適化されたコミッターが Parquet
データを Amazon S3 に書き込む
ための新しいフラグを設定する方
法に関する情報を追加しました。
詳細については、「AWS Glue で
使用される特別なパラメータ」を
参照してください。

AWS リソースタグによって管理
されるリソースとしての機械学
習変換のサポート (p. 1119)

AWS リソースタグを使用して
2020 年 3 月 2 日
AWS Glue での機械学習変換への
アクセスを管理およびコントロー
ルする方法に関する情報を追加し
ました。AWS Glue で、AWS リ
ソースタグをジョブ、トリガー、
エンドポイント、クローラー、
機械学習変換に割り当てること
ができます。詳細については、
「AWS Tags in AWS Glue」を参
照してください。
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上書きできないジョブ引数のサ
ポート (p. 1119)

トリガーまたはジョブの実行時に 2020 年 2 月 12 日
上書きできない特殊なジョブパラ
メータのサポートに関する情報を
追加しました。詳細については、
「AWS Glue でジョブを追加す
る」を参照してください。

Amazon S3 でデータセットを
操作するための新しい変換のサ
ポート (p. 1119)

Amazon S3 でデータセット
2020 年 1 月 16 日
を操作する Apache Spark ア
プリケーションの新しい変
換 (マージ、パージ、遷移) と
Amazon S3 ストレージクラス
の除外に関する情報を追加し
ました。Python でのこれらの
変換のサポートの詳細について
は、「mergeDynamicFrame」
および「Working with Datasets
in Amazon S3」を参照してく
ださい。Scala については、
「mergeDynamicFrames」
および「AWS Glue Scala
GlueContext APIs」を参照してく
ださい。

ETL ジョブからの新しいパー
ティション情報を使用した
Data Catalog 更新のサポー
ト (p. 1119)

新しいパーティション情報で
2020 年 1 月 15 日
AWS Glue Data Catalog を更新
するために、抽出、変換、ロー
ド (ETL) スクリプトをコーディ
ングする方法についての情報を
追加しました。この機能を使用
すると、新しいパーティション
を表示するためにジョブの完了後
にクローラーを再実行する必要が
なくなります。詳細については、
「Updating the Data Catalog with
New Partitions」を参照してくだ
さい。

新しいチュートリアル:
SageMaker ノートブックの使
用 (p. 1119)

Amazon SageMaker ノートブッ
クを使用して ETL および機械
学習スクリプトを開発する方法
を示すチュートリアルを追加し
ました。「チュートリアル: 開
発エンドポイントで Amazon
SageMaker ノートブックを使用
する」を参照してください。

MongoDB および Amazon
DocumentDB (MongoDB 互
換) からの読み取りのサポー
ト (p. 1119)

MongoDB と Amazon
2019 年 12 月 17 日
DocumentDB (MongoDB 互換) と
の読み書き用の新しい接続タイプ
と接続オプションに関する情報を
追加しました。詳細については、
「Connection Types and Options
for ETL in AWS Glue」を参照し
てください。
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さまざまな修正と説明 (p. 1119)

全体にわたって修正と説明を追加 2019 年 12 月 9 日
しました。「既知の問題」の章か
らエントリを削除しました。デー
タカタログの暗号化設定を指定
し、セキュリティ設定を作成する
ときに、AWS Glue は対称カスタ
マーマスターキー (CMK) のみを
サポートすることを知らせる警告
が追加されました。AWS Glue が
Amazon DynamoDB への書き込
みをサポートしていないことを示
す注意を追加しました。

カスタム JDBC ドライバーのサ
ポート (p. 1119)

MySQL バージョン 8 や Oracle
2019 年 11 月 25 日
Database バージョン 18 な
ど、AWS Glue がネイティブでサ
ポートしていない JDBC ドライ
バーを使用したデータソースおよ
びターゲットへの接続に関する情
報を追加しました。詳細について
は、「JDBC connectionType の
値」を参照してください。

SageMaker ノートブックのさま
ざまな開発エンドポイントへの
接続のサポート (p. 1119)

SageMaker ノートブックをさ
まざまな開発エンドポイント
に接続する方法に関する情報
を追加しました。新しい開発エ
ンドポイントに切り替えるた
めの新しいコンソールアクショ
ンと新しい SageMaker IAM ポ
リシーに関する説明を更新。
詳細については、「Working
with Notebooks on the AWS
Glue Console」および「Create
an IAM Policy for Amazon
SageMaker Notebooks」を参照
してください。

2019 年 11 月 21 日

機械学習変換での AWS Glue
バージョンのサポート (p. 1119)

機械学習変換と互換性のある
AWS Glue のバージョンを示す
ため、機械学習変換での AWS
Glue バージョンの定義に関する
情報を追加しました。詳細につ
いては、「Working with Machine
Learning Transforms on the AWS
Glue Console」を参照してくだ
さい。

2019 年 11 月 21 日
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ジョブブックマークの巻き戻し
のサポート (p. 1119)

ジョブのブックマークを以前の
2019 年 10 月 22 日
ジョブ実行に巻き戻すことに
関する情報を追加しました。
その結果、後続のジョブ実行で
はブックマークされたジョブ
実行からのデータだけが再処理
されます。2 つのブックマーク
間でジョブを実行できる jobbookmark-pause オプションの
2 つの新しいサブオプションに
ついて説明しました。詳細につ
いては、「Tracking Processed
Data Using Job Bookmarks」お
よび「Special Parameters Used
by AWS Glue」を参照してくださ
い。

データストアに接続するための
カスタム JDBC 証明書のサポー
ト (p. 1119)

AWS Glue データソースまたは
ターゲットへの SSL 接続用の
カスタム JDBC 証明書の AWS
Glue サポートに関する情報を追
加しました。詳細については、
「Working with Connections on
the AWS Glue Console」を参照
してください。

Python Wheel のサポー
ト (p. 1119)

Python シェルジョブの依存関
2019 年 9 月 26 日
係として wheel ファイル (egg
ファイルと併用) の AWS Glue サ
ポートに関する情報を追加しまし
た。詳細については、「独自の
Python ライブラリの提供」を参
照してください。

AWS Glue での開発エンドポイ
ントのバージョニングのサポー
ト (p. 1119)

2019 年 9 月 19 日
開発エンドポイントでの Glue
version の定義に関する情報を
追加しました。Glue version
により、AWS Glue がサポートす
る Apache Spark および Python
のバージョンが決定されます。
詳細については、「開発エンドポ
イントの追加」を参照してくださ
い。

Spark UI を使用した AWS
Glue モニタリングのサポー
ト (p. 1119)

Apache Spark UI を使用し
2019 年 9 月 19 日
て、AWS Glue ジョブシステムで
実行されている AWS Glue ETL
ジョブと AWS Glue 開発エン
ドポイントの Spark アプリケー
ションのモニタリングとデバッグ
に関する情報を追加しました。
詳細については、「Monitoring
AWS Glue Using Spark UI」を参
照してください。
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パブリック AWS Glue ETL ライ
ブラリを使用したローカル ETL
スクリプト開発のサポートの強
化 (p. 1119)

AWS Glue ETL ライブラリのコ
2019 年 9 月 18 日
ンテンツを更新して、AWS Glue
バージョン 1.0 がサポートされた
ことを反映しました。詳細につい
ては、「Developing and Testing
ETL Scripts Locally Using the
AWS Glue ETL Library」を参照
してください。

ジョブ実行時の Amazon S3 ス
トレージクラス除外のサポー
ト (p. 1119)

Amazon S3 からファイルまた
はパーティションを読み取る
AWS Glue ETL ジョブを実行す
る際の Amazon S3 ストレージ
クラスの除外に関する情報を追
加しました。詳細については、
「Excluding Amazon S3 Storage
Classes」を参照してください。

パブリック AWS Glue ETL ラ
イブラリを使用したローカル
ETL スクリプト開発のサポー
ト (p. 1119)

ネットワーク接続を必要とせず
2019年8月28日
に Python および Scala ETL スク
リプトをローカルで開発および
テストする方法に関する情報を追
加しました。詳細については、
「Developing and Testing ETL
Scripts Locally Using the AWS
Glue ETL Library」を参照してく
ださい。

既知の問題 (p. 1119)

AWS Glue の既知の問題に関する 2019年8月28日
情報を追加しました。詳細につ
いては、「AWS Glue の既知の問
題」を参照してください。

AWS Glueでの機械学習変換のサ
ポート (p. 1119)

カスタム変換を作成するために
2019 年 8 月 8 日
AWS Glue によって提供される機
械学習機能に関する情報を追加
しました。これらの変換は、ジョ
ブの作成時に作成できます。機
械学習変換の詳細については、
「AWS Glue の機械学習変換」を
参照してください。

共有 Amazon Virtual Private
Cloud のサポート (p. 1119)

共有 Amazon Virtual Private
Cloud の AWS Glue サポートに
関する情報を追加しました。詳
細については、「共有 Amazon
VPC」を参照してください。

AWS Glue でのバージョニングの ジョブプロパティでの Glue
サポート (p. 1119)
version の定義に関する情報を
追加しました。AWS Glue バー
ジョンにより、AWS Glue がサ
ポートする Apache Spark および
Python のバージョンが決定され
ます。詳細については、「AWS
Glue でジョブを追加する」を参
照してください。
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開発エンドポイントの追加設定
オプションのサポート (p. 1119)

メモリを大量に使用するワーク
2019 年 7 月 24 日
ロードがある開発エンドポイント
の設定オプションに関する情報を
追加しました。エグゼキュターあ
たりのメモリを増強した新しい 2
つの設定からも選択できます。詳
細については、「AWS Glue コン
ソールでの開発エンドポイントの
使用」を参照してください。

ワークフローを使用した ETL (抽
出、変換、ロード) アクティビ
ティの実行のサポート (p. 1119)

ワークフローと呼ばれる新しい構 2019年6月20日
成を使用して、複雑なマルチジョ
ブの 抽出、変換、ロード (ETL)
アクティビティを設計し、これ
を AWS Glue で単一のエンティ
ティとして実行および追跡する機
能に関する情報を追加しました。
詳細については、「Performing
Complex ETL Activities Using
Workflows in AWS Glue」を参照
してください。

Python シェルジョブでの Python
3.6 のサポート (p. 1119)

Python シェルジョブでの Python
3.6 のサポートに関する情報を追
加しました。Python 3.6 または
Python 2.7 をジョブプロパティ
として指定できます。詳細につ
いては、「Adding Python Shell
Jobs in AWS Glue」を参照して
ください。

Virtual Private Cloud (VPC) エン
ドポイントのサポート (p. 1119)

VPC のインターフェイスエンド
2019 年 6 月 4 日
ポイントを介した AWS Glue へ
の直接接続に関する情報を追加
しました。VPC インターフェ
イスエンドポイントを使用する
と、AWS ネットワーク内で VPC
と AWS Glue 間の通信が完全か
つ安全に実施されます。詳細につ
いては、「Using AWS Glue with
VPC Endpoints」を参照してくだ
さい。

AWS Glue ジョブのリアルタ
イムの連続ログ記録のサポー
ト。 (p. 1119)

CloudWatch でのリアルタイムの 2019 年 5 月 28 日
Apache Spark ジョブログの有効
化と表示に関する情報を追加し
ました。これには、ドライバーロ
グ、各エグゼキュターログ、およ
び Spark ジョブの進行状況バー
が含まれます。詳細については、
「AWS Glue ジョブの連続ログ記
録」を参照してください。

1135

2019 年 6 月 5 日

AWS Glue デベロッパーガイド

クローラーのソースとして既存
のデータカタログテーブルをサ
ポート (p. 1119)

既存のデータカタログテーブル
2019 年 5 月 10 日
のリストをクローラーのソース
として指定することに関する情
報を追加しました。新しいデータ
が利用可能になると、クローラー
は、テーブルスキーマの変更を検
出し、テーブル定義を更新して、
新しいパーティションを登録でき
ます。詳細については、「クロー
ラーのプロパティ」を参照してく
ださい。

メモリ大量使用ジョブ向け
追加設定オプションのサポー
ト (p. 1119)

メモリを集中的に使用する作業で 2019 年 4 月 5 日
の Apache Spark ジョブの設定オ
プションに関する情報を追加しま
した。エグゼキュターあたりのメ
モリを増強した新しい 2 つの設
定からも選択できます。詳細につ
いては、「AWS Glue でジョブを
追加する」を参照してください。

CSV カスタム分類子のサポー
ト (p. 1119)

カスタム CSV 分類子を使用し
2019 年 3 月 26 日
て、さまざまな種類の CSV デー
タのスキーマを推測することに関
する情報を追加しました。詳細に
ついては、「カスタム分類子の書
き込み」を参照してください。

AWS リソースタグのサポー
ト (p. 1119)

AWS Glue リソースへのアクセス 2019 年 3 月 20 日
を管理およびコントロールする
のに役立つ AWS リソースタグの
使用に関する情報を追加しまし
た。AWS リソースタグを AWS
Glue のジョブ、トリガー、エン
ドポイント、およびクローラー
に割り当てることができます。
詳細については、「AWS Tags
in AWS Glue」を参照してくださ
い。

Spark SQL ジョブ用 Data
Catalog のサポート (p. 1119)

AWS Glue Data Catalog を外部
2019年3月14日
の Apache Hive メタストアと
して使用するための AWS Glue
ジョブと開発エンドポイントの設
定に関する情報を追加しました。
これにより、ジョブおよび開発エ
ンドポイントは AWS Glue Data
Catalog に格納されているテーブ
ルに対して Apache Spark SQL
クエリを直接実行できます。詳細
については、「AWS Glue Data
Catalog Support for Spark SQL
Jobs」を参照してください。
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Python シェルジョブのサポー
ト (p. 1119)

Python シェルジョブと新しい
2019 年 1 月 18 日
フィールド [最小キャパシティー]
についての情報を追加しまし
た。詳細については、「Adding
Python Shell Jobs in AWS Glue」
を参照してください。

データベースおよびテーブル変
更通知のサポート (p. 1119)

データベース、テーブル、およ
2019 年 1 月 16 日
びパーティション API 呼び出し
への変更対して生成されるイベ
ントに関する情報を追加しまし
た。CloudWatch Events で、こ
れらのイベントに応答するように
アクションを設定できます。詳細
については、「Automating AWS
Glue with CloudWatch Events」
を参照してください。

接続パスワード暗号化のサポー
ト (p. 1119)

接続オブジェクトで使用される
2018 年 12 月 11 日
パスワードの暗号化についての情
報を追加しました。詳細について
は、「接続パスワードの暗号化と
復号」を参照してください。

リソースレベルのアクセス許可
とリソースに基づくポリシーの
サポート (p. 1119)

AWS Glue でリソースレベルのア 2018 年 10 月 15 日
クセス許可とリソースに基づく
ポリシーを使用することに関する
情報を追加しました。詳細につい
ては、「AWS Glue でのセキュリ
ティ」のトピックを参照してくだ
さい。

SageMaker ノートブックのサ
ポート (p. 1119)

AWS Glue 開発エンドポイントで 2018 年 10 月 5 日
SageMaker ノートブックを使用
することに関する情報を追加しま
した。詳細については、「ノート
ブックの管理」を参照してくださ
い。

暗号化のサポート (p. 1119)

AWS Glue で暗号化を使用するこ 2018 年 8 月 24 日
とに関する情報を追加しました。
詳細については、「Encryption
at Rest」、「Encryption in
Transit」、および「Setting Up
Encryption in AWS Glue」を参照
してください。
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Apache Spark ジョブメトリクス
のサポート (p. 1119)

ETL のデバッグとプロファイリ
2018 年 7 月 13 日
ングを強化するため、Apache
Spark メトリクスの使用に関する
情報を追加しました。読み取り
および書き込みされたバイト数、
ドライバーとエグゼキュターの
メモリ使用量と CPU 負荷、エグ
ゼキュター間のデータシャッフル
などのランタイムメトリクスを
AWS Glue コンソールから簡単に
追跡できます。詳細については、
「Monitoring AWS Glue Using
CloudWatch Metrics」、「Job
Monitoring and Debugging」、お
よび「Working with Jobs on the
AWS Glue Console」を参照して
ください。

データソースとしての
DynamoDB のサポート (p. 1119)

DynamoDB をクロールし、ETL
2018 年 7 月 10 日
ジョブのデータソースとして使用
する方法に関する情報を追加しま
した。詳細については、「クロー
ラーを使用してテーブルを分類す
る」と「接続パラメータ」を参照
してください。

ノートブックサーバー作成手順
の更新 (p. 1119)

開発エンドポイントに関連付け
2018 年 7 月 9 日
られた Amazon EC2 インスタン
スでノートブックサーバーを作成
する方法に関する情報を更新しま
した。詳細については、「開発エ
ンドポイントに関連付けられてい
るノートブックサーバーを作成す
る」を参照してください。

更新を RSS で今すぐ入手可
能 (p. 1119)

RSS フィードにサブスクライブ
2018 年 6 月 25 日
すると、AWS Glue デベロッパー
ガイドの更新に関する通知を受け
取れるようになりました。

ジョブ遅延通知のサポー
ト (p. 1119)

ジョブ実行時の遅延しきい値の設 2018 年 5 月 25 日
定に関する情報を追加しました。
詳細については、「AWS Glue で
ジョブを追加する」を参照してく
ださい。

新しい列を追加するようにク
ローラーを設定する (p. 1119)

クローラー、MergeNewColumns 2018 年 5 月 7 日
の新しい設定オプションについて
の情報を追加しました。詳細につ
いては、「クローラーの設定」を
参照してください。

ジョブタイムアウトのサポー
ト (p. 1119)

ジョブ実行時のタイムアウトし
きい値の設定に関する情報を追
加しました。詳細については、
「AWS Glue でジョブを追加す
る」を参照してください。
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Scala ETL スクリプトと追加の
実行条件に基づくジョブのトリ
ガーのサポート (p. 1119)

Scala を ETL プログラミング
言語として使用することについ
ての追加の情報。さらに、トリ
ガー API は、(すべての条件に加
えて) いずれかの条件が満たさ
れたときの発生をサポートする
ようになりました。また、ジョ
ブは、(「succeeded」ジョブ
実行に加えて)「failed」または
「stopped」のジョブ実行に基づ
いてトリガーすることができま
す。

2018 年 1 月 12 日

以前の更新
次の表に、2018 年 1 月以前の AWS Glue 開発者ガイドの各リリースにおける重要な変更点を示します。
変更

説明

日付

XML データソース
と新しいクローラー
設定オプションをサ
ポート

XML データソースとパーティション変更の
新しいクローラーオプションについての情報
を追加しました。

2017 年 11 月 16 日

新しい変換、追加の
Amazon RDS データ
ベースエンジンのサ
ポート、および開発
エンドポイントの機
能強化

マップとフィルターの変換、Amazon RDS
2017 年 9 月 29 日
Microsoft SQL Server と Amazon RDS
Oracle のサポート、および開発エンドポイン
トの新機能に関する情報を追加しました。

AWS Glue 初回リ
リース

これは AWS Glue デベロッパーガイドの最初 2017 年 8 月 14 日
のリリースです。
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AWS 用語集
最新の AWS の用語については、AWS 全般のリファレンスの「AWS 用語集」を参照してください。
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