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AWS Glue Studio とは?
AWS Glue Studio 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
グを簡単にできるようにする新しい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。

AWS Glue Studio は表形式データだけでなく、半構造化データ向けにも設計されています。半構造化デー
タは、スプレッドシート形式のデータ準備のインターフェイスではレンダリングが難しいです。半構造化
データの例として、アプリケーションログ、モバイルイベント、モノのインターネット (IoT) イベントス
トリーム、ソーシャルフィードなどがあります。

AWS Glue Studio でジョブを作成する場合、AWS サービスに保存されているさまざまなデータソースか
ら選択できます。データウェアハウスやデータレイクで分析するために、そのデータをすばやく準備でき
ます。AWS Glue Studio は ETL ワークフローを監視し、意図したとおりに動作しているか検証するための
ツールも提供しています。ノードごとにデータセットをプレビューできます。これにより、ジョブの各ス
テップでデータのサンプルを表示することで、ETL ジョブをデバッグできます。

AWS Glue Studio は以下のことを簡単にできる視覚的なインターフェイスを提供します。

• Amazon S3、Amazon Kinesis、または JDBC ソースからデータをプルします。
• データ結合、データサンプリング、またはデータ変換の設定を行います。
• 変換されたデータのターゲット場所を指定します。
• ジョブの各ポイントで、スキーマまたはデータセットのサンプルを表示します。

1
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AWS Glue Studio の機能

• AWS Glue Studio で作成したジョブを実行、モニタリング、および管理します。

AWS Glue Studio の機能
AWS Glue Studio を使用すると、データを収集、変換、クリーンアップするジョブを作成および管理する
ことができます。高度なユーザーは AWS Glue Studio を使用して、ジョブスクリプトをトラブルシュー
ティングや編集ができます。

ビジュアルジョブエディタ
AWS Glue Studio でジョブを作成や編集する場合、次のアクションを実行できます。

• 実装するノードをジョブに追加します。
• 複数のデータソース。
• 複数のデータターゲット
• 以前はサポートされていなかった外部データストアのコネクタを使用するデータソースとターゲット

• ジョブ図の各ノードのデータのサンプルを表示します。
• 既存のノードの親ノードを変更します。
• 次の変換を追加します。

• データソースを結合する。
• データから特定のフィールドを選択する。
• フィールドをドロップする。
• フィールド名を変更する。
• フィールドのデータ型を変更する。
• データから選択したフィールドを Amazon S3 バケット（spigot）の JSON ファイルに書き込みする。
• データセットからデータをフィルタリングする。
• データセットを 2 つのデータセットに分割する。
• データセット内の欠損値を検索し、別の列に欠損値を指定する。
• SQL を使用して、データのクエリと変換を行う。
• カスタムコードを使用する。

ジョブスクリプトを対話的に開発およびデバッグする
ためのノートブックインターフェイス
AWS Glue Studio は、ジョブオーサリングとデータ探索を容易にするワンクリック設定により、強化され
たノートブックエクスペリエンスを提供します。ノートブックと接続は自動的に構成されます。Jupyter 
Notebook をベースとしたノートブックインターフェースにより、AWS Glue のサーバーレス Apache 
Spark ETL インフラストラクチャを使用するスクリプトやワークフローを、対話的に開発、デバッグし、
デプロイすることができます。ノートブック環境では、アドホッククエリ、データ分析、ビジュアライ
ゼーション (表やグラフなど) を実行できます。

AWS Glue Studio のノートブックエディターのインターフェイスは、次の機能を提供します。

• プロビジョニングまたは管理するクラスターがない
• ノートブックの実行を待っているアイドルクラスタにコストがかからない
• 事前設定は不要
• 同じ開発環境のリソース競合がない
• インストールと使用
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ジョブスクリプトコードエディタ

• AWS Glue ETL ジョブが実行されるのと全く同じ実行環境でテストします

ジョブスクリプトコードエディタ
AWS Glue Studio には、ジョブの抽出/変換/読み込み (ETL) コードを記述またはカスタマイズするための
スクリプトエディタも備えてます。AWS Glue Studio のビジュアルエディターを使用して、ETL ジョブを
すばやく設計し、生成されたスクリプトを編集して、ジョブの固有のコンポーネントのコードを記述でき
ます。

新しいジョブを作成するときに、Spark ジョブまたは Python シェルジョブ用のスクリプトを記述すること
を選択できます。Python または Scala を使用して、Spark ジョブのジョブ ETL スクリプトをコーディン
グできます。Python シェルジョブを作成する場合、ジョブ ETL スクリプトでは Python 3.6 が使用されま
す。

AWS Glue Studio のスクリプトエディターインターフェイスは、次の機能を提供します。

• スクリプト内のソース、ターゲット、および変換を挿入、変更、および削除する。
• データソース、ターゲット、および変換の引数を追加または変更する。
• 構文とキーワードの強調表示
• オートコンプリート機能によるローカル単語、Pythonキーワード、コードスニペットの提案。

ジョブパフォーマンスダッシュボード
AWS Glue Studio は、ETL ジョブ用の包括的な実行ダッシュボードを提供します。ダッシュボードには、
特定の時間枠からのジョブ実行に関する情報が表示されます。ダッシュボードに表示される情報は、次の
通りです。

• ジョブの概要サマリー — ジョブの合計、現在の実行、完了した実行、失敗したジョブを示す高いレベル
の概要です。

• ステータスの概要 — 作業者のタイプやジョブタイプなどのジョブプロパティに基づいて、高いレベルの
ジョブメトリックを提供します。

• ジョブ実行のタイムライン — 現在選択されている期間における成功、失敗、合計実行の棒グラフのサマ
リーです。

• ジョブ実行の内訳 — 選択した期間のジョブ実行の詳細リスト。

データセットパーティショニングのサポート
AWS Glue Studio を使用して、パーティション化されたデータセットを効率的に処理できます。SQL 式ま
たはユーザー定義関数を使用して、パーティション化されたデータをロード、フィルタリング、変換、保
存できます。これにより、Amazon S3 の不要なデータを一覧表示したり、読み取ったりする必要がなくな
ります。

いつ AWS Glue Studio を使用すればよいか？
AWS Glue Studio を使用して、データのクリーニングと変換のための ETL ワークフローを作成し、AWS 
Glue で実行するためのシンプルなビジュアルインターフェイスを提供します。

AWS Glue Studio を使用すると、ETL 開発者は大規模な半構造化データセットを移動および変換し、デー
タレイクやデータウェアハウスにロードする繰り返し可能なプロセスを簡単に作成できます。AWS Glue 
ETL ワークフローを開発し管理するためのボックス＆アロースタイルのビジュアルインターフェイスを提
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供し、オプションでコードによるカスタマイズが可能です。AWS Glue Studio は従来のETLツールの使い
やすさと、AWS Glue のビッグデータ処理エンジンのパワーと柔軟性を兼ね備えています。

AWS Glue Studio ではビジュアルエディターでコードスニペットを表すノードを追加するなど、ETL スク
リプトをカスタマイズする複数の方法が用意されています。

AWS Glue Studioを使って、ジョブ管理をより簡単に。 AWS Glue Studio ではジョブやジョブランの管理
インターフェースを提供し、ジョブが互いにどのように関連しているかを明確にし、ジョブの実行の全体
像を把握することができます。ジョブ管理ページを使用すると、ジョブに対して一括操作を簡単に実行で
きます (以前は AWS Glue コンソールで行うのが困難でした)。すべてのジョブが、検索とフィルタリング
が可能な単一のインターフェースで実行できます。これにより、ETL 操作と使用するリソースのビューが
常に更新されます。AWS Glue Studio のリアルタイムダッシュボードを使用して、ジョブの実行をモニタ
リングし、意図したとおりに動作していることを検証できます。

AWS Glue Studio へのアクセス
AWS Glue Studio にアクセスするには、AWS で説明しているように、必要なアクセス許可を持つユー
ザーとして AWS Glue Studio に対する IAM のアクセス許可の設定 (p. 11) にサインインします。次
に、AWS Management Console にサインインして、https://console.aws.amazon.com/glue/ で AWS Glue 
コンソールを開くことができます。ナビゲーションペインの AWS Glue Studio リンクをクリックします。

AWS Glue Studio の料金
AWS Glue Studio を使用する場合、データのプレビューに対して課金されます。ジョブに IAM ロールを
指定すると、ビジュアルエディターが Apache Spark セッションを開始し、ソースデータをサンプリング
して変換を実行します。このセッションは 30 分間実行され、その後自動的に終了します。AWSは、開発
エンドポイントレート（Deved-DPU 時間）で 2 つの DPU を請求します。通常、30 分セッションごとに 
0.44 USD の料金が発生します。料金は、リージョンごとに異なる場合があります。30 分のセッションの
終わりに、[Retry] (再試行) で [Data preview] (データのプレビュー) タブを使用するか、ビジュアルエディ
ターのページをリロードして、同じレートで新しい 30 分セッションを開始します。

また、ジョブが使用する、または AWS Glue、データソース、データターゲットなどと相互作用する、基
盤となる AWS サービスの料金も支払います。料金に関する情報については、[AWS Glue の料金]を参照し
てください。
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イニシャルAWS 設定タスクを完了します

AWS Glue Studio のセットアップ
AWS Glue Studio を初めて使用する場合は、このセクションのタスクを完了してください。

トピック
• イニシャルAWS 設定タスクを完了します (p. 5)
• AWS Glue Studio ユーザーに必要な IAM アクセスアクセス許可を確認します (p. 6)
• ETL ジョブに必要な IAM アクセス許可を確認する (p. 10)
• AWS Glue Studio に対する IAM のアクセス許可の設定 (p. 11)
• ETL ジョブの VPC を設定します (p. 14)
• AWS Glue データカタログの入力 (p. 14)

イニシャルAWS 設定タスクを完了します
AWS Glue Studio を使用するには、まず以下のタスクを完了する必要があります。

• AWS へのサインアップ (p. 5)
• (推奨) IAM 管理者ユーザーの作成 (p. 5)
• (推奨) AWS Glue Studio の AWS ユーザーを作成します

ETL ジョブの作成と管理には、管理者ユーザーを使用するか、AWS Glue Studio にアクセスするための
別のユーザーを作成することができます。

AWS Glue および AWS Glue Studio の追加ユーザーを作成するには、IAM ユーザーガイド の「IAM が
委任した最初のユーザーおよびユーザーグループの作成」の手順に従ってください。

• IAM ユーザーとしてサインインする (p. 6)

AWS へのサインアップ
AWS アカウントをお持ちでない場合は、以下の手順を実行してアカウントを作成してください。

AWS アカウント にサインアップするには

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

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

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

IAM 管理者ユーザーの作成
完全な AWS 管理者権限を持つ IAM ユーザーが既にアカウントに含まれている場合は、このセクションを
省略できます。
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管理者ユーザーを作成するには、以下のいずれかのオプションを選択します。

管理者を
管理する
方法を 1 
つ選択し
ます

To By 以下の操作も可能

IAM 
Identity 
Center 内

(推奨)

短期の認証情報を使用し
て AWS にアクセスしま
す。

これはセキュリティのベ
ストプラクティスと一致
しています。ベストプラ
クティスの詳細について
は、IAM ユーザーガイ
ドの「IAM でのセキュ
リティのベストプラク
ティス」を参照してくだ
さい。

AWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single 
Sign-On) ユーザーガイドの
「開始方法」の手順に従いま
す。

AWS Command Line Interface 
ユーザーガイドの「AWS IAM 
Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) を使用す
るための AWS CLI の設定」に
従って、プログラムによるアク
セスを設定します。

IAM 内

(非推奨)

長期認証情報を使用して 
AWS にアクセスする。

IAM ユーザーガイドの「最初
の IAM 管理者のユーザーおよ
びグループの作成」の手順に
従います。

IAM ユーザーガイドの「IAM 
ユーザーのアクセスキーの管
理」に従って、プログラムによ
るアクセスを設定します。

IAM ユーザーとしてサインインする
[IAM user] (IAM ユーザー) を選択し、AWS アカウント ID またはアカウントエイリアスを入力して IAM コ
ンソールにサインインします。その次のページで、IAM ユーザー名とパスワードを入力します。

Note

利便性のため、AWS サインインページは、ブラウザ cookie を使用して IAM ユーザー名とアカウ
ント情報を記憶します。以前に別のユーザーとしてサインインした場合は、ボタンの下にあるサ
インインリンクを選択して、メインサインインページに戻ります。そのページで、AWS アカウン
ト ID またはアカウントエイリアスを入力して、アカウントの IAM ユーザーサインインページに
リダイレクトされるようにすることができます。

AWS Glue Studio ユーザーに必要な IAM アクセス
アクセス許可を確認します

AWS Glue Studio を使用するには、ユーザーはさまざまな AWS リソースにアクセスできる必要があり
ます。ユーザーは、Amazon S3 バケット、IAM ポリシーとロール、および AWS Glue Data Catalog オブ
ジェクト。

AWS Glue サービスのアクセス許可
AWS Glue Studio は、AWS Glue サービスのアクションとリソースを使用します。AWS Glue Studio を効
果的に使用するには、ユーザーはこれらのアクションやリソースに対するアクセス許可が必要です。AWS 
Glue Studio ユーザーに AWSGlueConsoleFullAccess マネージドポリシーを付与するか、より少ないア
クセス許可の組み合わせでカスタムポリシーを作成できます。
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AWS Glue Studio のためのカスタム IAM ポリシーの作成

Important

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。

AWS Glue Studio のためのカスタム IAM ポリシーの
作成
AWS Glue Studio では、カスタムポリシーを作成するためのアクセス許可セットを、より小規模にできま
す。カスタムポリシーは、オブジェクトまたはアクションのサブセットに対しアクセス許可を付与できま
す。カスタムポリシーを作成する際には、以下の情報を参考にしてください。

AWS Glue Studio API を使用するには、IAM アクセス許可のアクションポリシーに
glue:UseGlueStudio を含めます。glue:UseGlueStudio を使用することで、時間の経過とともに 
API にさらにアクションが追加されても、すべての AWS Glue Studio アクションにアクセスできます。

ジョブに関するアクション

• GetJob
• CreateJob
• DeleteJob
• GetJobs
• UpdateJob

ジョブ実行に関するアクション

• StartJobRun
• GetJobRuns
• BatchStopJobRun
• GetJobRun

データベースに関するアクション

• GetDatabases

プランに関するアクション

• GetPlan

テーブルに関するアクション

• SearchTables
• GetTables
• GetTable

接続に関するアクション

• CreateConnection
• DeleteConnection
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• UpdateConnection
• GetConnections
• GetConnection

マッピングに関するアクション

• GetMapping

セキュリティ設定に関するアクション

• GetSecurityConfigurations

スクリプトに関するアクション

• CreateScript (AWS Glue での同じ名前の API とは異なります)

AWS Glue Studio API へのアクセス
AWS Glue Studio にアクセスするには、IAM アクセス許可のアクションポリシーリストに
glue:UseGlueStudio を追加します。

以下の例では、glue:UseGlueStudio はアクションポリシーに含まれますが、AWS Glue Studio API は
個別に識別されません。これは、glue:UseGlueStudio を含めることで、IAMアクセス許可で個別に 
AWS Glue Studio APIを指定する必要なしに、内部 API へのアクセス許可が自動的に付与されるためで
す。

この例では、リストされた追加のアクションポリシー (glue:SearchTables など) が AWS Glue Studio 
API ではないため、場合によっては IAM アクセス許可に含める必要があります。Amazon S3 プロキシア
クションを含めて、付与する Amazon S3 アクセス許可のレベルを指定することもできます。以下のポリ
シーの例では、選択した IAM ロールに十分なアクセス許可がある場合に、AWS Glue Studio を開く、ビ
ジュアルジョブを作成する、ビジュアルジョブを保存/実行するためのアクセス許可が付与されます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "VisualEditor0", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "glue:UseGlueStudio", 
                "iam:ListRoles", 
                "iam:ListUsers", 
                "iam:ListGroups", 
                "iam:ListRolePolicies", 
                "iam:GetRole", 
                "iam:GetRolePolicy", 
                "glue:SearchTables", 
                "glue:GetConnections", 
                "glue:GetJobs", 
                "glue:GetTables", 
                "glue:BatchStopJobRun", 
                "glue:GetSecurityConfigurations", 
                "glue:DeleteJob", 
                "glue:GetDatabases", 
                "glue:CreateConnection", 
                "glue:GetSchema", 
                "glue:GetTable", 
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                "glue:GetMapping", 
                "glue:CreateJob", 
                "glue:DeleteConnection", 
                "glue:CreateScript", 
                "glue:UpdateConnection", 
                "glue:GetConnection", 
                "glue:StartJobRun", 
                "glue:GetJobRun", 
                "glue:UpdateJob", 
                "glue:GetPlan", 
                "glue:GetJobRuns", 
                "glue:GetTags", 
                "glue:GetJob" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "iam:PassRole" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/AWSGlueServiceRole*", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "iam:PassedToService": [ 
                        "glue.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
} 
                     
                 

ノートブックとデータのプレビューアクセス許可
データプレビューとノートブックを使用すると、ジョブを実行することなく、ジョブの任意の段階（読み
取り、変換、書き込み）でデータのサンプルを表示できます。データにアクセスするときに使用する AWS 
Identity and Access Management の AWS Glue Studio (IAM)ロールを指定します。IAM ロールは想定可能
であることを意図しており、標準の長期認証情報 (パスワードやアクセスキーなど)を関連付けることはあ
りません。その代わり、AWS Glue Studio がそのロールを引き受けて、IAM は一時的なセキュリティ認証
情報を提供します。

データプレビューとノートブックコマンドが正しく動作するようにするには、文字列
AWSGlueServiceRole で始まる名前のロールを使用します。ロールに別の名前を使用する場合
は、iam:passrole アクセス許可を追加し、IAM のロールに対するポリシーを設定する必要がありま
す。詳しくは、「「AWSGlueServiceRole*」 という名前ではないロールの IAM ポリシーを作成しま
す。 (p. 13) 」を参照してください。

Warning

ロールがノートブックに対する iam:passrole アクセス許可を与えた場合、ロールチェーンを
実装すると、あるユーザーが意図せずにノートブックにアクセスする可能性があります。現在、
ノートブックへアクセス許可されているユーザーをモニタリングできる監査は実装されていませ
ん。

Amazon CloudWatch のアクセス許可
AWS Glue Studio を使用して Amazon CloudWatch ジョブをモニタリングできます。これは、AWS Glue 
から raw データを収集して読み取り可能なほぼリアルタイムのメトリックに処理します。デフォルトで
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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 とは何ですか?」およびAWS Glue デベロッパーガ
イドの「AWS Glue メトリクス」を参照してください。

CloudWatch ダッシュボードにアクセスするには、AWS Glue Studio では以下のいずれかが必要です。

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

• cloudwatch:GetDashboard および cloudwatch:ListDashboards でダッシュボードを表示す
る

• cloudwatch:PutDashboard でダッシュボードを作成または変更する
• cloudwatch:DeleteDashboards でダッシュボードを削除する

ポリシーを使用してIAMユーザーのアクセス許可を変更する方法の詳細については、IAM ユーザーガイ
ドのIAM ユーザーのアクセス許可の変更を参照してください。

ETL ジョブに必要な IAM アクセス許可を確認する
AWS Glue Studio を使用してジョブを作成する場合、ジョブは作成時に指定する IAM ロールのアクセス許
可を引き継ぎます。この IAMロール には、データソースからデータを抽出し、ターゲットにデータを書き
込み、AWS Glue 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。

AWSGlueServiceRole で正しく使用するには、ジョブ用に作成するロールの名前が「AWS Glue 
Studio」の文字列で始まる必要があります。例えば、ロール AWSGlueServiceRole-FlightDataJob に
名前を付けることができます。

データソースとデータターゲットのアクセス許可
AWS Glue Studio ジョブでは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
リに対して Amazon S3 にアクセスできる必要があります。特定の Amazon S3 リソースにきめ細かいアク
セス許可を付与するポリシーを作成できます。

• 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。

データソースとして Amazon Redshift を選択した場合は、クラスターのアクセス許可のロールを指定でき
ます。Amazon Redshift クラスターに対して実行されるジョブが、一時的な認証情報を使用して一時的な
ストレージとして Amazon S3 にアクセスするコマンドを発行します。ジョブが 1 時間を超えて実行され
ると、これらの認証情報が期限切れになり、ジョブが失敗します。この問題を回避するために、一時的な
認証情報を使用してジョブに必要なアクセス許可を付与するロールを Amazon Redshift クラスター自体に
割り当てることができます。詳細については、AWS Glue データベースデベロッパーガイドから「Moving 
Data to and from Amazon Redshift」を参照してください。

ジョブで Amazon S3 以外のデータソースまたはターゲットを使用する場合は、これらのデータソースお
よびターゲットにアクセスするために、ジョブで使用される IAM ロールに必要なアクセス許可をアタッチ
する必要があります。詳細については、AWS Glue デベロッパーガイドの「Setting Up Your Environment 
to Access Data Stores」を参照してください。

データストアにコネクタと接続を使用している場合は、追加のアクセス許可が必要です。詳細について
は、」the section called “コネクタの使用に必要なアクセス許可” (p. 11)。
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ジョブの削除に必要なアクセス許可

ジョブの削除に必要なアクセス許可
AWS Glue Studio では、コンソールで複数のジョブを選択して削除できます。このアクションを実
行するには、glue:BatchDeleteJob アクセス許可が必要です。これは、ジョブを削除するために
glue:DeleteJob のアクセス許可を必要とする AWS Glue コンソールとは異なります。

AWS Key Management Service アクセス許可
AWS Key Management Service (AWS KMS) でサーバー側の暗号化を使用する Amazon 
S3 ソースとターゲットにアクセスする場合は、ジョブが使用する AWS Glue Studio ロー
ルにポリシーを添付して、ジョブがデータを復号化できるようにします。ジョブロールに
は、kms:ReEncrypt、kms:GenerateDataKey、および kms:DescribeKey のアクセス許可が必要で
す。さらに、ジョブロールには、AWS KMS カスタマーマスターキー（CMK）で暗号化された Amazon 
S3 オブジェクトをアップロードまたはダウンロードするための kms:Decrypt アクセス許可が必要で
す。　

AWS KMS CMK を使用するための追加料金はがかかります。詳細については、AWS Key Management 
Service デベロッパーガイドの 「AWS Key Management Service の概念 - カスタマーマスターキー 
(CMK)」および 「AWS Key Management Service の料金」を参照してください。

コネクタの使用に必要なアクセス許可
AWS Glue カスタムコネクタと接続を使用してデータストアにアクセスしている場合、AWS Glue ETL 
ジョブの実行に使用されるロールには、追加のアクセス許可がアタッチされている必要があります。

• AWS Marketplace から購入したコネクタにアクセスするための AWS マネージドポリシー
AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly。

• glue:GetJob および glue:GetJobs アクセス許可。
• 接続で使用されるシークレットにアクセスするための AWS Secrets Manager アクセス許可。IAM ポリ

シーのサンプルについては、「例: シークレット値を取得するアクセス許可」を参照してください。

AWS Glue ETL ジョブが Amazon VPC を実行中の VPC 内で実行される場合、VPC は the section called 
“ETL ジョブの VPC を設定します” (p. 14) で説明されているように設定する必要があります。

AWS Glue Studio に対する IAM のアクセス許可の
設定

AWS 管理者ユーザーを使用して、ロールを作成し、ユーザーとジョブロールにポリシーを割り当てること
ができます。

AWSGlueConsoleFullAccess AWS マネージドポリシーを使用すると、AWS Glue Studio コンソールを使
用するために必要なパーミッションを提供することができます。

独自のポリシーを作成するには、AWS Glueデベロッパーガイド　の「Create an IAM Policy for the AWS 
Glue Service」に従ってください。AWS Glue Studio ユーザーに必要な IAM アクセスアクセス許可を確認
します (p. 6) で前述の IAM アクセス許可を含めます。

トピック
• IAM ロールを作成します。 (p. 12)
• AWS Glue Studio ユーザーにポリシーを添付する。 (p. 12)
• 「AWSGlueServiceRole*」 という名前ではないロールの IAM ポリシーを作成します。 (p. 13)
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IAM ロールを作成します。

IAM ロールを作成します。
ユーザーの代わりに AWS Glue Studio は他のサービスにアクセスするためのアクセス許可が必要で
す。IAM ロールを作成し、ロールにポリシーを割り当てて、これらのアクセス許可を指定します。この
ロールは、ジョブの作成、ノートブックエディタの使用時、またはデータプレビューを使用するときに指
定します。AWS Glue Studio または ETL ジョブがロールを引き受けて、他のサービスおよびデータの場所
にアクセスするための一時的なアクセス許可を取得します。

ユーザーに代わり他のサービスを呼び出す際に、AWS Glue Studio や 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、スクリプトや一時ファイルを保存
するためのAmazon S3へのアクセスや、AWS Glue Studio で使用するその他のソースやターゲットが含ま
れます。

ETL ジョブのロールを作成するに方法

1. AWS Management Console の https://console.aws.amazon.com/iam/ で IAM コンソールを開
き、[Roles] (ロール) を選択して、ナビゲーションペインで [Create role] (ロールの作成) を選択しま
す。

2. 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。

3. [Attach permissions policy (アクセス権限ポリシーのアタッチ)] ページで、必要なアクセス権限が格納
されている マネージドポリシーを選択します。例えば、AWS Glue Studio と AWS Glue での一般的な
アクセス許可には AWS マネージドポリシー AWSGlueServiceRole を、Amazon S3 リソースにアクセ
スする場合には AWS マネージドポリシー AmazonS3FullAccess を選択します。

4. 必要に応じて追加のデータストアまたはサービスのポリシーを追加します。
5. [Next: Review] (次へ: レビュー) を選択します。
6. [Role name] (ロール名) に、AWSGlueServiceRole-Studio などのロール名を入力します。文字列

AWSGlueServiceRole で始まる名前を選択し、コンソールユーザーからサービスにロールを渡すに
は、このロールを渡します。

ロールに別の名前を選択した場合、IAMロールの iam:PassRole アクセス許可をユーザーに許可する
ポリシーを追加して、命名規則に一致させる必要があります。

その後、[Create role (ロールの作成)] を選択して、ロールの作成を完了します。

AWS Glue Studio ユーザーにポリシーを添付する。
AWS コンソールにサインインする AWS Glue Studio ユーザーは、特定のリソースへのアクセス権限が必
要です。IAM ポリシーをユーザーに割り当てることで、これらの権限を提供します。

ユーザーに AWSGlueConsoleFullAccess マネージドポリシーをアタッチするには

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

2. ナビゲーションペインで、[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。

6. 必要に応じて前の手順を繰り返し、ユーザーに追加のポリシーを添付します。
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「AWSGlueServiceRole*」 という名前では
ないロールの IAM ポリシーを作成します。

「AWSGlueServiceRole*」 という名前ではないロー
ルの IAM ポリシーを作成します。
AWS Glue Studio で使用されるロールの IAM ポリシーを設定する方法

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. 新しい IAM ポリシーを追加します。既存のポリシーに追加するか、新しい IAM インラインポリシー
を作成できます。IAM ポリシーを作成するには

1. [Policies] を選択してから、[Create Policy] を選択します [ご利用開始にあたって] ボタンが表示され
たら、そのボタンを選択して、[ポリシーの作成] を選択します。

2. [独自のポリシーを作成] の横で、[選択] を選択します。
3. [ポリシー名] に、後で参照しやすい任意の値を入力します。オプションとして、[説明] に説明のテ

キストを入力します。
4. [ポリシードキュメント] に、以下の形式のポリシーステートメントを入力してから、[ポリシーの作

成] を選択します。
3. 次のブロックをコピーして、[構文] 配列の下のポリシーに貼り付け、my-interactive-session-

role-prefix を、AWS Glue のアクセス許可に関連付けるすべての一般的なロールのプレフィック
スに置き換えます。

{ 
    "Action": [ 
        "iam:PassRole" 
    ], 
    "Effect": "Allow", 
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/my-interactive-session-role-prefix*", 
    "Condition": { 
        "StringLike": { 
            "iam:PassedToService": [ 
                "glue.amazonaws.com " 
            ] 
        } 
    }
}

ポリシーに含まれる、[Version ] (バージョン) 配列と [Statement] (ステートメント) 配列の完全な例を
以下に示します。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
        "Action": [ 
            "iam:PassRole" 
        ], 
        "Effect": "Allow", 
        "Resource": "arn:aws:iam::*:role/my-interactive-session-role-prefix*", 
        "Condition": { 
            "StringLike": { 
                "iam:PassedToService": [ 
                    "glue.amazonaws.com " 
                ] 
            } 
        } 
    } 
  ]
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ETL ジョブの VPC を設定します

}

4. ユーザーのポリシーを有効にするには、[ユーザー] 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。

ETL ジョブの VPC を設定します
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) を使用すると、AWS クラウド 内の論理的に分離された独自
の領域に仮想プライベートクラウド (VPC) と呼ばれる仮想ネットワークを定義できます。AWS のリソー
ス (インスタンスなど) を VPC 内部で起動できます。VPC は、お客様自身のデータセンターで運用されて
いる従来のネットワークによく似ていますが、 のスケーラブルなインフラストラクチャを使用できるとい
うメリットがありますAWS お客様の VPC はお客様が設定できます。IP アドレスレンジの選択、サブネッ
トの作成、ルートテーブル、ネットワークゲートウェイ、セキュリティの設定ができます。VPC のインス
タンスをインターネットに接続できます。VPC を自社のデータセンターに接続し、AWS クラウド をデー
タセンターの拡張部分として使用できます。各サブネットでのリソースの保護には、セキュリティグルー
プ、ネットワークアクセスコントロールリストなど、複数のセキュリティレイヤーを使用できます。詳細
については、Amazon VPC ユーザーガイドを参照してください。

コネクタを使用するときに、AWS Glue ETL ジョブをVPC 内で実行するように設定できます。必要に応じ
て、次のように VPC を設定する必要があります。

• AWS にないデータストア用のパブリックネットワークアクセス。ジョブによってアクセスされるすべて
のデータストアは、VPC サブネットから使用できる必要があります。

• ジョブが 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。

詳細については、AWS Glue デベロッパーガイドの「Setting Up Your Environment to Access Data 
Stores」を参照してください。

AWS Glue データカタログの入力
AWS Glue Studio は AWS Glue Data Catalog で定義されているデータセットを使用できます。これらの
データセットは、AWS Glue Studio のETL ワークフローのソースおよびターゲットとして使用されます。
データソースまたはターゲットにデータカタログを選択する場合は、ジョブを作成する前に、データソー
スまたはデータターゲットに関連するデータカタログテーブルが存在している必要があります。

データソースからの読み取りまたはデータソースへの書き込みを行う場合、ETL ジョブはデータのスキー
マを知っている必要があります。EETLジョブは、AWS Glue Data Catalog のテーブルからこの情報を取
得できます。クローラー、AWS Glue コンソール、AWS CLI、または AWS CloudFormation テンプレート
ファイルを使用して、データベースとテーブルをデータカタログに追加します。データカタログの入力の
詳細については、AWS Glue デベロッパーガイドの「Data Catalog」を参照してください。

コネクタを使用している場合、AWS Glue Studio で ETL ジョブのデータソースノードを設定するときに、
スキーマビルダーを使用してスキーマ情報を入力できます。詳しくは、「the section called “カスタムコネ
クタを使用したジョブのオーサリング” (p. 38) 」を参照してください。

一部のデータソースでは、AWS Glue Studio は指定した場所にあるファイルから読み取るデータのスキー
マを自動的に推測できます。

• Amazon S3 データソースの詳細については、データソースに Amazon S3 内のファイルを使用す
る (p. 49) を参照してください。

• ストリーミングデータソースの詳細については、ストリーミングデータソースの使用 (p. 50) を参照
してください。
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AWS Glue Studio ユーザーガイド
前提条件

チュートリアル: AWS Glue Studio の
開始方法

AWS Glue Studio を使用して、データソースから構造化データまたは半構造化データを抽出し、そのデー
タの変換を実行して、結果セットをデータターゲットに保存するジョブを作成できます。

このチュートリアルでは、ソースおよびターゲットとして Amazon S3 を使用して、AWS Glue Studio で
ジョブを作成します。これらのステップを実践することにより、ビジュアルジョブエディタにおける、ビ
ジュアルジョブの作成方法と、コンポーネントであるノードの編集方法について学ぶことができます。

次の方法について説明します。

• データソースノードをデータソースに設定します。このチュートリアルでは、データソースを Amazon 
S3 に設定します。

• 変換ノードを適用して編集します。このチュートリアルでは、ApplyMapping 変換をジョブに適用しま
す。

• データターゲットノードを設定します。このチュートリアルでは、データターゲットを Amazon S3 に
設定します。

• ジョブスクリプトを表示および編集します。
• ジョブを実行し、ジョブの実行の詳細を表示します。

トピック
• 前提条件 (p. 15)
• ステップ 1: ジョブ作成プロセスを開始する  (p. 16)
• ステップ 2: ジョブ図でデータソースノードを編集する (p. 17)
• ステップ 3: ジョブの変換ノードを編集する (p. 19)
• ステップ 4: ジョブのデータターゲットノードを編集する (p. 21)
• ステップ 5: ジョブの詳細を指定し、ジョブを保存する (p. 22)
• ステップ 6: ジョブを実行する (p. 23)
• 次のステップ (p. 23)

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。

• アクティブな AWS アカウントがあります。
• AWS Glue Studio にアクセスできます。
• アカウントには、Amazon S3 データソースとデータターゲットのジョブを作成および実行するために必

要なすべてのアクセス許可があります。詳細については、「AWS Glue Studio のセットアップ」を参照
してください。

AWS CloudFormation スタックを起動する
AWS CloudFormation スタックには、このチュートリアルを完了するために必要なすべてのリソースが含
まれています。
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ステップ 1: ジョブ作成プロセスを開始する 

1. AWS CloudFormation スタックを起動してこのチュートリアル用のリソースを作成するには、以下の
ボタンをクリックしてから、手順に従ってプロセスを完了します。

2. 名前を挙げて。AWS CloudFormationスタックCreateJob チュートリアル。
3. 次に、[I acknowledge that AWS CloudFormation might create IAM resources with custom names] ( に

よってカスタム名がついた IAM リソースが作成される場合があることを承認します) オプションを選
択します。

4. [スタックの作成] を選択します。

このスタックを起動すると AWS リソースが作成されます。AWS CloudFormation 出力に示される以下の
リソースは、次のステップで必要なものです。

• Key - 説明
• AWS Glue StudioRole - AWS Glue ジョブを実行する IAM ロール
• AWS Glue StudioAmazon S3Bucket - ブログ関連のファイルを保存する Amazon S3 バケットの名前
• AWS Glue StudioTicketsYYZDB – AWS Glue データカタログデータベース
• AWS Glue StudioTableTickets - ソースとして使用するデータカタログテーブル
• AWS Glue StudioTableTrials - ソースとして使用するデータカタログテーブル
• AWS Glue StudioParkingTicketCount - 送信先として使用するデータカタログテーブル

ステップ 1: ジョブ作成プロセスを開始する
このタスクでは、テンプレートを使用してジョブ作成を開始することを選択します。

ジョブを作成するには、テンプレートから開始

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

2. AWS Glue Studio ランディングページで、[Create and manage jobs] (ジョブの作成と管理 ) の見出し
の下にある [View jobs] (ジョブの表示) を選択します。

3. [Jobs] (ジョブ) ページの見出し [Create job] (ジョブの作成) の下で、次のオプションがデフォルトで選
択されます。
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ステップ 2: ジョブ図でデータソースノードを編集する

• ソースとターゲットを示すビジュアル
• ソース: Amazon Simple Storage Service
• ターゲット: Amazon Simple Storage Service

4. [ Create] (作成) を選択して、ジョブ作成プロセスを開始します。

ジョブ編集ページが開き、単純な 3 ノードのジョブ図が表示されます。　　　 

• A - ビジュアルジョブエディタのキャンバスです。ここでは、ノードを追加してジョブを作成できます。
• B - ビジュアルジョブは、キャンバス上のノードで表されます。ノードを選択すると、青い線でハイライ

ト表示されます。
• C - ノードパネルには、ノードプロパティ、出力スキーマ、データプレビューという複数のタブが含ま

れています。ノードを選択すると、ノードパネルが表示され、ノード固有の新しいタブが追加設定用に
表示されます。詳細については、「ジョブエディタの機能」を参照してください。

• D - ジョブエディタのタブのリボンです。デフォルトでは、[Visual] (ビジュアル) が選択されていま
す。[Script] (スクリプト)、[Job details] (ジョブの詳細)、[Runs] (実行)、[Schedules] (スケジュール) を選
択することもできます。[Runs] (実行) および [Schedules] (スケジュール) は、ジョブの実行後に利用で
きます。詳細については、「AWS Glue Studio での ETL ジョブの編集」を参照してください。

• E - ノードツールバーでは、ソースノード/変換ノード/ターゲットノードの追加、アクションの取り消し
とやり直し、ノードの削除、ジョブ編集キャンバスのズームイン/ズームアウトという各種アクションを
利用できます。詳細については、「AWS Glue Studio での ETL ジョブの編集」を参照してください。

• F - デフォルトでは、ジョブの名前は「Untitled job」(無題のジョブ) です。テキストボックスをクリック
して、ジョブ名を一意の名前に変更します。

• G - ジョブエディタのアクションメニューで、ジョブを保存、実行、削除できます。[Actions] (アクショ
ン) ドロップダウンメニューには、ジョブの実行時に追加のオプションも表示されます。

ステップ 2: ジョブ図でデータソースノードを編集
する

[Data source - S3 bucket] (データソース - S3 バケット) ノードを選択して、データソースプロパティを編
集します。
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ステップ 2: ジョブ図でデータソースノードを編集する

データソースノードを編集するには

1. デフォルトでは、[Data source properties - Amazon S3] (データソースのプロパティ - Amazon S3) タ
ブが表示されます。

2. デフォルトでは、Amazon S3 ソースタイプの [Data Catalog table] (データカタログテーブル) オプ
ションが選択されています。これは、ソースタイプが [Node properties] (ノードのプロパティ) タブの 
[Node type] (ノードタイプ) によって決定されるためです。デフォルトでは、Amazon S3 が「ノード
タイプ」です。

3. [Database] (データベース) で、AWS Glue Data Catalog で使用可能なデータベースのリストから
yyz-tickets データベースを選択します。このデータベースは、このチュートリアルの前半で AWS 
CloudFormation スタックを起動したときに作成されたものです。

4. [Table] (テーブル) で、ドロップダウンメニューをクリックし、AWS Glue Data Catalog の tickets
テーブルを選択します。このテーブルは、このチュートリアルの前半で AWS CloudFormation スタッ
クを起動したときに作成されたものです。

データソースノードに必要な情報を入力すると、ジョブ図のノードに緑色のチェックマークが表示さ
れます。

5. (オプション) ノード詳細パネルの[Output schema] (出力スキーマ) タブを選択して、データスキーマを
表示します。

6. (オプション) ノードの詳細ペインの [Node properties] (ノードのプロパティ) で、[Name] (名前) にこの
ジョブ固有の名前を入力します。
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ステップ 3: ジョブの変換ノードを編集する

入力した値は、ジョブ図のデータソースノードのラベルとして使用されます。ジョブ内のノードに一
意の名前を使用する場合、ジョブ図内の各ノードを識別し、親ノードを選択する方が簡単です。

ノードタイプを設定することもできます。ノードタイプを変更すると、[Data source properties] (デー
タソースのプロパティ) タブのフィールドが変更されます。

ステップ 3: ジョブの変換ノードを編集する
変換ノードでは、データを元の形式から変更する方法を指定します。ApplyMapping 変換フォームを使用
すると、データプロパティキーの名前を変更したり、データ型を変更したり、データセットから列を削除
したりできます。

Transform - ApplyMapping ノードを編集すると、データの元のスキーマがノードの詳細パネルの [Source 
key] (ソースキー) 列に表示されます。これは、ソースデータから取得され、AWS Glue Data Catalog テー
ブルに格納されるデータプロパティキー名（列名）です。

[Target key] (ターゲットキー) 列には、データターゲットに表示されるキー名が表示されます。このフィー
ルドを使用して、出力のデータプロパティのキー名を変更できます。[Data type] (データ型) 列には、キー
のデータ型が表示され、ターゲットの別のデータ型に変更できます。[Drop] (ドロップ) 列には、チェック
ボックスが含まれています。このボックスでは、ターゲットスキーマからドロップするフィールドを選択
できます。

変換ノードを編集するには

1. [Transform-ApplyMapping] ノードを選択して、データ変換プロパティを編集します。
2. ノードの詳細パネルの[Node properties] (ノードのプロパティ) タブで、情報を確認します。

ノードの名前を「Ticket_Mapping」に変更します。
3. ノードの詳細パネルで [Transform] (変換) タブを選択します。
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ステップ 3: ジョブの変換ノードを編集する

4. 各キーの [Drop] (ドロップ) 列のチェックボックスをオンにして、キーをドロップするようにします。

• location1

• location2

• location3

• location4

• province

5. ソースキー officer の [Target key] (ターゲットキー) の値を officer_name に変更します。

ticket_number および set_fine_amount キーのデータ型を [float] (浮動小数点) に変更します。
データ型を変更するときは、そのデータ型がターゲットでサポートされていることを確認してくださ
い。

6. （オプション）ノード詳細パネルの[Output schema] (出力スキーマ) タブを選択して、変更されたス
キーマを表示します。

ジョブダイアグラムの [Transform - Apply Mapping] ノードに緑色のチェックマークが付いていることに注
意してください。これは、ノードが編集され、必要なすべての情報が含まれていることを示します。
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ステップ 4: ジョブのデータターゲットノードを編集する

ステップ 4: ジョブのデータターゲットノードを編
集する

データターゲットノードで変換された出力の送信先が決定されます。送信先は、Amazon S3 バケット、
データカタログテーブル、またはコネクタと接続です。データカタログテーブルを選択すると、そのテー
ブルに関連付けられた場所にデータが書き込まれます。例えば、クローラを使用して JDBC ターゲットの
データカタログにテーブルを作成すると、データはその JDBC テーブルに書き込まれます。

データターゲットノードを編集するには

1. [Data target - S3 bucket] (データターゲット-S3 バケット) ノードを選択して、データターゲットプロ
パティを編集します。

2. 右側のノード詳細パネルに [Node properties] (ノードプロパティ) タブにあります。[Name] (名前) に、
ノードの一意の名前を入力します。

3. [Data target properties - S3] (データターゲットのプロパティ - S3) タブを選択します。

4. 各フィールドで、次のとおりに選択します。

利用できるすべてのオプションについての詳細は、「データターゲットでのオプションの概
要 (p. 110)」を参照してください。

• 形式: Parquet
• 圧縮タイプ: GZIP
• S3 ターゲットロケーション: [Browse S3] (S3 をブラウズ) ボタンを選択して、アクセス可能な 

Amazon S3 バケットを表示します。ターゲット送信先として Amazon S3 バケットを選択します。
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ステップ 5: ジョブの詳細を指定し、ジョブを保存する

• データカタログの更新オプション:データカタログの更新は行わないでください。

ステップ 5: ジョブの詳細を指定し、ジョブを保存
する

抽出、変換、ロード (ETL) ジョブを保存して実行する前に、ジョブ自体に関する追加情報を入力する必要
があります。

ジョブの詳細を指定し、保存するには

1. [Job details] (ジョブの詳細) タブを選択します。
2. ジョブの名前を入力します。UTF-8 文字を 255 文字以内で入力します。

(オプション) ジョブの説明を入力します。説明の長さは、最大 2048 文字です。
3. [IAM role] (IAMロール) の場合、使用可能なロールのリストから [AWS Glue StudioRole] を選択し

ます。
Note

AWS Identity and Access Management (IAM) ロールは、ジョブの実行に使用されるリソース
へのアクセスを認証するために使用されます。アカウントにすでに存在するロールのみ選択
できます。選択するロールには、Amazon S3 ソース、ターゲット、一時ディレクトリ、スク
リプト、およびジョブで使用されるすべてのライブラリにアクセスするためのアクセス許可
と、AWS Glue サービスリソースへのアクセス許可が必要です。
IAM ロールを作成する手順については、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。

ターゲット Amazon S3 バケットへのアクセスをこのロールに追加する必要がある場合があります。

選択するロールが多数ある場合は、ロール名の一部を [IAM role] (IAM ロール) 検索フィールドをク
リックすると、一致するテキスト文字列を含むロールが表示されます。例えば、検索フィールドに
「tutorial」と入力すると、名前に「tutorial」(大文字と小文字を区別しない) が含まれるすべての
ロールを検索できます。

4. 残りのフィールドは、デフォルト値のままにします。
5. ページの右上にある [Save] (保存) をクリックします。

ページの上部に、ジョブが正常に保存されたことを示す通知が表示されます。

Note

ジョブが正常に保存されたという通知が表示されない場合は、ジョブの保存を妨げる情報が不足
している可能性があります。

• ビジュアルエディターでジョブを確認し、緑色のチェックマークが付いていないノードを選択
します。

• ビジュアルエディタペインのいずれかのタブにコールアウトがある場合は、そのタブを選択
し、赤で強調表示されているフィールドを探します。
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ステップ 6: ジョブを実行する

ステップ 6: ジョブを実行する
これでジョブが保存されたので、ジョブを実行できます。

1. ページ上部の [Run] (実行) ボタンを選択します。ジョブが正常に開始されたという通知が表示されま
す。[Runs] (実行) タブを選択し、[Run jobs] (ジョブを実行) を選択することもできます。

2. ジョブの実行の詳細を表示するには、[Run Details] (実行の詳細) の通知でリンクをクリックする
か、[Runs] (実行) タブを選択して、ジョブの実行ステータスを表示します。

3. [Runs] (実行) タブでジョブの実行の詳細を表示するには、最近のジョブの実行に関するジョブの実行
の詳細カードを表示します。ジョブの実行情報の詳細については、「the section called “最近のジョブ
の実行の情報を表示する” (p. 161)」(最近のジョブの実行の情報を表示する) を参照してください。

以上でこのチュートリアルは完了です。ビジュアルジョブの作成、ノードの編集、ジョブスクリプトの検
査、ジョブの保存と実行、実行の詳細の表示を行う方法について説明しました。

次のステップ
ジョブの実行を開始した後、次のタスクのいくつかを試してみるといいでしょう。

• ジョブモニタリングダッシュボードを表示する — ジョブモニタリングダッシュボードにアクセスす
る (p. 152)。

• データに対して別の変換を試す - AWS Glue マネージドデータ変換ノードの編集 (p. 56)。
• アカウントにあるジョブを表示する — ジョブの表示 (p. 160)。
• 時間ベースのスケジュールを使用してジョブを実行する - ジョブの実行のスケジュール (p. 158)。
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ジョブの作成プロセスの開始

AWS Glue Studio を使用した ETL 
ジョブの作成

AWS Glue Studio ではシンプルなビジュアルインターフェイスを使用して、ETL ジョブを作成できま
す。新しいジョブは、[Jobs] (ジョブ) ページを使用して作成します。また、スクリプトエディタを使用し
て、AWS Glue Studio ETL ジョブスクリプト内のコードを直接操作することも可能です。

AWS Glue Studio または AWS Glue で作成したすべてのジョブは、[Jobs] (ジョブ) ページで確認すること
ができます。このページにより、ジョブを表示および管理し、実行します。

トピック
• ジョブの作成プロセスの開始 (p. 24)
• コネクタを使用するジョブを作成する (p. 25)
• AWS Glue Studio でジョブを作成するための次のステップ (p. 26)

ジョブの作成プロセスの開始
ジョブを作成およびカスタマイズするには、ビジュアルエディタを使用します。新しいジョブの作成は、
空のキャンバスもしくはデータソースを使用して開始できます。または、変換によるか、データターゲッ
トノードを使用する、あるいは ETL スクリプトを記述するオプションもあります。

AWS Glue Studio でジョブを作成する方法

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

2. AWS Glue Studio のランディングページで、Create and manage jobs(ジョブの作成と管理) を選択す
るか、ナビゲーションペインで [Jobs](ジョブ) を選択します。

[Jobs] ページが表示されます。
3. [Create job] (ジョブの作成) セクションで、ジョブの設定オプションを選択します。

• [Visual with a blank canvas](空白のキャンバスを持つビジュアル) - 空のキャンバスからジョブの作
成を開始する

• [Visual with a source and target] (ソースおよびターゲットを持つビジュアル) - ソースノードから始
まるジョブ、またはソースノード、トランスフォームノード、ターゲットノードから始まるジョブ
を作成する場合

次に、データソースのタイプを選択します。また、データターゲットの種類を選択するか、ター
ゲット ドロップダウンリストから [Choose later](後で選択) オプションを選択して、グラフ内の
データソースノードのみから作成を開始することも可能です。

• [Spark script editor](Spark スクリプトエディタ) - ETL スクリプトのプログラミングと記述に精通し
ている場合には、このオプションを選択して、新しい Spark ETL ジョブを作成することが可能で
す。また、Python または Scala のコードについては、スクリプトエディタウィンドウで記述する
か、ローカルファイルから既存のスクリプトをアップロードするかを選択できます。スクリプトエ
ディタの使用を選択した場合は、ビジュアルジョブエディタを使用してジョブを設計または編集す
ることはできません。

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。デフォルト
では、新しいスクリプトは Python でコーディングします。新しい Scala スクリプトを作成する場
合は、「AWS Glue Studio 中の Scala スクリプトの作成および編集 (p. 115)」を参照してくださ
い。
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コネクタを使用するジョブを作成する

• Python シェルスクリプトエディタ — ETL スクリプトのプログラミングと記述に慣れている場合
は、このオプションを選択して新しい Python シェルジョブを作成します。スクリプトエディタ
ウィンドウでコードを記述するには、テンプレート (定型文) を使用するか、ローカルファイルから
既存のスクリプトをアップロードするかのオプションが選択できます。スクリプトエディタの使用
を選択した場合は、ビジュアルジョブエディタを使用してジョブを設計または編集することはでき
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、ジョブで選択した AWS Glue 
バージョンに応じた Python の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。

• Jupyter Notebook — ETL スクリプトのプログラミングと記述に精通している方には、このオプショ
ンを選択して、Jupyter Jupyter ベースのノートブックインターフェイスを使用して新しい Python 
または Scala ジョブスクリプトを作成します。ノートブックにコードを書きます。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場合は、ビジュアルジョブエディタを使用してジョブ
を設計または編集することはできません。

コマンドラインインターフェイスを使用して、認可ジョブ用にノートブックを簡単に構成すること
もできます。

4. [Create] (作成) を選択して、選択した編集インターフェイスでジョブを作成します。

5. Jupyter Notebook オプションを選択した場合、ジョブエディタインターフェイスの代わりに [Create 
job in Jupyter notebook] (Jupyter Notebook でジョブを作成する) というページが表示されます。ノー
トブックオーサリングセッションを作成する前に、追加情報を提供する必要があります。この情報の
指定方法の詳細については、AWS Glue Studio 中でのノートブックの使用開始 (p. 142) を参照して
ください。

コネクタを使用するジョブを作成する
AWS Glue Studio にコネクタを追加し、そのコネクタとの接続を作成すると、データソースとの接続を使
用するジョブを作成できるようになります。

詳細な手順については、「the section called “カスタムコネクタを使用したジョブのオーサリン
グ” (p. 38)」を参照してください。
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AWS Glue Studio でジョブを作成するための次のステップ

AWS Glue Studio でジョブを作成するための次のス
テップ

ジョブのノードを設定するには、ビジュアルジョブエディタを使用します。各ノードは、ソース位置か
らのデータの読み取り、データへの変換の適用などのアクションに対応しています。ジョブに追加する各
ノードには、データの場所または変換に関する情報を指定するためのプロパティがあります。

ジョブを作成および管理するための次のステップは、以下のとおりです。

• AWS Glue Studio での ETL ジョブの編集 (p. 53)
• AWS Glue Studio 中でのノートブックの使用開始 (p. 142)
• AWS Glue Studio にコネクタを追加する (p. 31)
• ジョブスクリプトの表示 (p. 161)
• ジョブのプロパティを変更する (p. 161)
• ジョブの保存 (p. 163)
• ジョブの実行の開始 (p. 158)
• 最近のジョブの実行の情報を表示する (p. 161)
• ジョブモニタリングダッシュボードにアクセスする (p. 152)
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Redshift に接続する 

AWS Glue Studio 使用したデータへ
の接続

新しいジョブの作成中、AWS Glue Studio での ETL ジョブ作成時に接続を使用して、データに接続できま
す。これには、コネクタを使用してデータを読み込むソースノードと、データを書き出す場所を指定する
ターゲットノードを追加します。

トピック
• AWS Glue Studio での Redshift への接続 (p. 27)
• AWS Glue Studio でのコネクタと接続の使用 (p. 29)
• データソースノードへの接続 (p. 47)
• データソースにデータカタログテーブルを使用する (p. 48)
• データソースにコネクタを使用する (p. 48)
• データソースに Amazon S3 内のファイルを使用する (p. 49)
• ストリーミングデータソースの使用 (p. 50)
• リファレンス: (p. 52)

AWS Glue Studio での Redshift への接続
AWS Glue には、Amazon Redshift に対するサポートが組み込まれています。AWS Glue Studio に
は、Amazon Redshift に接続してデータ統合ジョブをオーサリングし、AWS Glue Studio の Spark ランタ
イム上でジョブをサーバーレスで実行できる、ビジュアルインターフェイスが用意されています。

トピック
• Amazon Redshift 接続の作成 (p. 27)
• Amazon Redshift ソースノードの作成 (p. 27)
• Amazon Redshift ターゲットノードを作成する (p. 28)
• 詳細オプション (p. 29)

Amazon Redshift 接続の作成
Amazon Redshift 接続を追加するには、既存の Amazon Redshift 接続を選択するか、AWS Glue Studio で
データソース - Redshift ノードを追加するときに、新しい接続を作成します。

Amazon Redshift 接続を作成する方法について詳しくは、「Amazon Redshift との間でのデータの移動」
を参照してください。

Amazon Redshift ソースノードの作成

データソース — Amazon Redshift ノードを追加するには

1. Amazon Redshift アクセスタイプを選択します。
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• 直接データ接続 (推奨) — Amazon Redshift 直接データにアクセスする場合は、このオプションを選
択してください。これは推奨されるオプションで、デフォルトでもあります。

• Data Catalog tables — 使用したいデータカタログテーブルがある場合は、このオプションを選択し
てください。

2. [直接データ接続] を選択した場合は、Amazon Redshift データソースへの接続を選択します。既
に接続が存在していて、それらの接続から選択できることが前提です。接続の作成が必要な場合
は、[Redshift 接続の作成]を選択します。詳細については、「コネクタと接続の使用に関する概要」を
参照してください。

接続を選択したあとは、[プロパティを表示] をクリックすると、接続のプロパティを表示できま
す。URL、セキュリティグループ、サブネット、アベイラビリティーゾーン、説明、作成時刻 (UTC) 
と最終更新時刻 (UTC) のタイムスタンプなど、接続についての情報が表示されます。

3. Amazon Redshift のソースオプションを選択してください。

• 単一のテーブルを選択してください - これは、アクセスしようとする単一の Amazon Redshift テー
ブルからのデータを含めるテーブルです。

• カスタムクエリを入力 — カスタムクエリに基づき、Amazon Redshift の複数のテーブルからデータ
セットにアクセスできます。

4. 単一のテーブルを選択した場合は、Amazon Redshift のスキーマを選択します。選択したテーブルに
よって、使えるスキーマのリストが決まります。

または、[カスタムクエリを入力] を選択します。このオプションを選択すると、Amazon Redshift の
複数のテーブルから、カスタムデータセットにアクセスできます。このオプションを選択した場合
は、Amazon Redshift クエリを入力します。

[スキーマを推測] を選択すると、入力したクエリに基づいてスキーマを読み取ることができま
す。[Redshift クエリエディタを開く] を選択して、Amazon Redshift クエリを入力することもできま
す。詳細については、「クエリエディタを使用してデータベースのクエリを実行する」を参照してく
ださい。

5. [パフォーマンスとセキュリティ] で、Amazon S3 のステージングディレクトリと IAM ロールを選択し
ます。

• Amazon S3 ステージングディレクトリ — データを一時的にステージングする、Amazon S3 の場所
を選択します。

• IAM ロール — 選択した Amazon S3 に書き込める IAM ロールを選択します。
6. [カスタム Redshift パラメータ - オプション] に、パラメータと値を入力します。

Amazon Redshift ターゲットノードを作成する
Amazon Redshift ターゲットノードを作成するには

1. 既存の Amazon Redshift テーブルをターゲットとして選択するか、新しいテーブル名を入力します。
2. データターゲット - Redshift ターゲットノードを使用する場合、次のオプションから選択できます。

• APPEND — テーブルがすでに存在している場合は、新しいデータをテーブルにすべて挿入してダ
ンプします。テーブルが存在しない場合は、新規にテーブルを作成し、そこに新しいデータをすべ
て挿入します。

またターゲットのテーブルで、既存のレコードを更新 (UPSERT) する場合は、このチェックボック
スをチェックしてください。まずテーブルが存在している必要があります。存在しない場合には、
操作は失敗します。

• MERGE — 指定した条件に基づいて、AWS Glue がターゲットとなるテーブルのデータを更新する
か、またはデータを追加します。
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Note

AWS Glue でマージアクションを使用するには、Amazon Redshift のマージ機能を有効に
する必要があります。Amazon Redshift インスタンスのマージを有効にする方法について
は、「MERGE (プレビュー)」を参照してください。

[オプション] を選択します。
• キーと簡単なアクションの選択 —ソースデータとターゲットデータとの、マッチングキーとして

使用する列を選択します。

一致した場合、次のオプションを指定します。
• ターゲットのデータセットにあるレコードを、ソースのデータで更新します。
• ターゲットのデータセットにあるレコードを削除します。

一致しない場合、次のオプションを指定します。
• ターゲットのデータセットに、新しい行としてソースデータを挿入します。
• 何もしない。

• カスタム MERGE ステートメントの入力 — その後 [MERGE ステートメントの検証]を選択し、ス
テートメントが有効か、無効かを検証できます。

• TRUNCATE — 既にテーブルが存在している場合は、ターゲットのテーブルの内容を削除してか
ら、ターゲットのテーブルを削除します。削除が成功してから、すべてのデータを挿入します。
テーブルが存在していない場合、テーブルを作成し、すべてのデータを挿入します。削除が成功し
なかった場合、操作は失敗します。

• DROP — 既にテーブルが存在している場合は、テーブルのメタデータとデータを削除します。削除
が成功してから、すべてのデータを挿入します。テーブルが存在していない場合、テーブルを作成
し、すべてのデータを挿入します。削除が成功しなかった場合、操作は失敗します。

• CREATE — 新しいテーブルを、デフォルトの名前を使用して作成します。既にテーブル名が存在
する場合は、接尾辞として job_datetime を名前につけたうえで新しいテーブルを作成し、一意
性を保ちます。これで、すべてのデータが新しいテーブルに挿入されます。テーブルが存在する場
合、最終的なテーブル名には接尾辞が付きます。テーブルが存在しない場合、テーブルが作成され
ます。いずれの場合も、テーブルが新しく作成されます。

詳細オプション
「AWS Glue で Amazon Redshift Spark コネクターを使用する」を参照してください。

AWS Glue Studio でのコネクタと接続の使用
AWS Glue には、JDBC 接続を使用する最も一般的なデータストア (Amazon Redshift、Amazon 
Aurora、Microsoft SQL Server、MySQL、MongoDB、PostgreSQL など) に対するサポートが組み込まれ
ています。また、AWS Glue では、抽出、変換、ロード (ETL) ジョブ用にカスタム JDBC ドライバも使用
できます。SaaS アプリケーションなど、ネイティブにサポートされていないデータストアに対しては、
コネクタを使用することができます。

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。AWS Marketplace で提供されている複数のコネクタをサブスクライブすることができ
ます。

ETL ジョブの作成時には、ネイティブにサポートされているデータストアを使用するか、AWS 
Marketplace からのコネクタ、または独自のカスタムコネクタを使用できます。コネクタを使用するに
は、最初にコネクタのための接続を作成する必要があります。接続には、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が含まれます。ETL ジョブでは、データソースおよびデータターゲットとの接続
を使用します。コネクタと接続は、データストアへのアクセスを容易にするために連携して動作します。
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トピック
• コネクタと接続の使用に関する概要 (p. 30)
• AWS Glue Studio にコネクタを追加する (p. 31)
• コネクタ用の接続を作成する (p. 33)
• カスタムコネクタを使用したジョブのオーサリング (p. 38)
• コネクタと接続を管理する (p. 43)
• カスタムコネクタの開発 (p. 45)
• AWS Glue Studio でのコネクタおよび接続の使用に関する制約事項 (p. 47)

コネクタと接続の使用に関する概要
接続には、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が含まれます。作成した接続は AWS 
Glue Data Catalog に保存されます。コネクタを選択し、そのコネクタに基づいて接続を作成します。

ネイティブにサポートされていないデータストアへのコネクタは、AWS Marketplace 内でサブスクライブ
することができます。その後、接続を作成するときにこれらのコネクタを使用します。さらに、デベロッ
パーは独自のコネクタを作成し、それを接続の作成に使用することもできます。

Note

カスタムのコネクタ、または AWS Marketplace からのコネクタを使用して作成された接続は、タ
イプを AWS Glue Studio として、AWS Glue コンソール内の UNKNOWN に表示されます。

以下のステップで、AWS Glue Studio でコネクタを使用するための全体的なプロセスを説明します。

1. AWS Marketplace 内でコネクタをサブスクライブするか、独自のコネクタを開発して、AWS Glue 
Studio にアップロードします。詳しくは、「AWS Glue Studio にコネクタを追加する (p. 31) 」を参
照してください。

2. コネクタの使用方法に関する情報を確認します。この情報は、コネクタ製品ページの [Usage] (使用
方法) タブに表示されます。例えば、[Usage] (使用状況) タブで、「AWS Glue Connector for Google 
BigQuery」をクリックした場合、[Additional Resources] (その他のリソース) セクションには、このコネ
クタの使用に関するブログへのリンクが表示されます。他のコネクタについては、コネクタの製品ペー
ジ Cloudwatch Logs connector for AWS Glue のように、[Overview] (概要) セクションで使用手順に関す
るリンクが表示されます。

3. 接続を作成します。使用するコネクタを選択し、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、接続に関する追加情報を提供します。詳しくは、「コネクタ用の接続を作成す
る (p. 33) 」を参照してください。

4. ジョブ用に IAM ロールを作成します。ジョブは、作成時に指定する [IAM role] (IAM ロール) のアク
セス許可があることを想定します。この IAM ロールには、データストアを承認し、そこからのデー
タ抽出、およびデータを書き込むために必要なアクセス許可を有する必要があります。詳細について
は、ETL ジョブに必要な IAM アクセス許可を確認する (p. 10) および コネクタの使用に必要なアクセス
許可 (p. 11) を参照してください。

5. ETL ジョブを作成し、その ETL ジョブのためにデータソースプロパティを設定します。カスタムコネ
クタプロバイダーの指示に従って、接続オプションと認証情報を指定します。詳しくは、「カスタムコ
ネクタを使用したジョブのオーサリング (p. 38) 」を参照してください。

6. AWS Glue Studio での ETL ジョブの編集 (p. 53) での説明を参考に、変換を追加するか新しいデータ
ストアを追加しながら、ETL ジョブをカスタマイズします。

7. データターゲットにコネクタを使用している場合は、ETL ジョブ用のデータターゲットプロパティを設
定します。カスタムコネクタプロバイダーの指示に従って、接続オプションと認証情報を指定します。
詳しくは、「the section called “カスタムコネクタを使用したジョブのオーサリング” (p. 38) 」を参
照してください。
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8. ジョブのプロパティを変更する (p. 161) での説明のように、ジョブのプロパティを構成して、ジョブ
の実行環境をカスタマイズします。

9. ジョブを実行します。

AWS Glue Studio にコネクタを追加する
コネクタとは、データストアと AWS Glue 間の通信を容易にするための、一連のコードのことです。AWS 
Marketplace で提供されているコネクタをサブスクライブするか、独自のカスタムコネクタを作成するこ
とが可能です。

トピック
• AWS Marketplace コネクタをサブスクライブする (p. 31)
• カスタムコネクタを作成する (p. 31)

AWS Marketplace コネクタをサブスクライブする
AWS Glue Studio を使用すると、AWS Marketplace からコネクタを簡単に導入できます。

AWS Marketplace から AWS Glue Studio にコネクタを追加する方法

1. AWS Glue Studio コンソールのナビゲーションペインで、[Connectors] (コネクタ) をクリックしま
す。

2. [Connectors] (コネクタ) ページで、[Go to AWS Marketplace] をクリックします。
3. AWS Marketplace の [Featured products] (注目の製品) で、使用するコネクタを選択します。表示され

ているコネクタの 1 つを選択するか、または検索することができます。コネクタを、名前またはタイ
プにより検索したり、オプションを使用して検索結果を絞り込むことができます。

表示されているコネクタのいずれかを使用するには、[View product] (製品を表示する) をクリックしま
す。検索結果からコネクタを見つけた場合は、そのコネクタの名前を選択します。

4. コネクタの製品ページで、そのコネクタに関するタブを開いて情報を表示します。そのコネクタを購
入する場合は、[Continue to Subscribe] (続行してサブスクライブする) をクリックします。

5. 支払い情報を入力し、[Continue to Configure] (設定に進む) をクリックします。
6. [Configure this software] (このソフトウェアを設定する) ページで、デプロイの方法と使用するコネク

タのバージョンを選択します。[Continue to Launch] (続行して起動する) をクリックします。
7. [Launch this software] (このソフトウェアを起動する) ページでは、コネクタプロバイダから提供され

る [Usage Instructions] (使用手順) を確認することができます。次に進む準備ができたら、[AWS Glue 
Studio で接続をアクティブにする] を選択します。

少し待機すると、コンソールに、AWS Glue Studio の [Create marketplace connection] (マーケットプ
レイス接続の作成) ページが表示されます。

8. コネクタ用の接続を作成する (p. 33) の説明を参考に、このコネクタを使用する接続を作成しま
す。

または、[Activate connector only] (アクティブなコネクタのみ) を選択し、この時点での接続の作成
をスキップすることも可能です。後にコネクタを使用する際には、先に接続を作成する必要がありま
す。

カスタムコネクタを作成する
独自のコネクタを作成し、そのコネクタのコードを AWS Glue Studio にアップロードすることもできま
す。
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カスタムコネクタは、AWS Glue Spark ランタイム API を介して AWS Glue Studio に組み込まれま
す。Spark、Athena、または JDBC インターフェイスと準拠している任意のコネクタを、AWS Glue Spark 
ランタイムを使用してプラグインすることができます。これにより、カスタムコネクタで使用できる任意
の接続オプションを渡すことができます。

AWS Glue 接続でのすべての接続プロパティをカプセル化して、ETL ジョブにその接続名を指定すること
ができます。Data Catalog 接続を統合することで、単一の Spark アプリケーションからの複数の呼び出し
や、異なるアプリケーション間での同じ接続プロパティの使用ができるようにします。

接続には、他のオプションを指定することもできます。AWS Glue Studio が生成するジョブスクリプトに
は、指定された接続オプションを使用してコネクタをプラグインする接続を使用する Datasource エント
リが含まれています。例:

Datasource = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(connection_type =  
"custom.jdbc", connection_options = {"dbTable":"Account","connectionName":"my-custom-jdbc-
connection"}, transformation_ctx = "DataSource0")

AWS Glue Studio にカスタムコネクタを追加する方法

1. カスタムコネクタ用のコードを作成します。詳しくは、「カスタムコネクタの開発 (p. 45) 」を参
照してください。

2. コネクタに、AWS Glue 機能に対するサポートを追加します。以下に、これらの機能について、さら
にそれらが AWS Glue Studio で生成されたジョブスクリプトでどのように使用されるかに関する例を
いくつか挙げてみます。

• データ型のマッピング – コネクタは、基盤データストアから列を読み込む際に、列をタイプキャス
トすることができます。例えば {"INTEGER":"STRING"} の dataTypeMapping では、レコード
の解析と DynamicFrame の構築時に、Integer 型のすべての列を String 型の列に変換します。
これにより、ユーザーは任意のタイプに列をキャストすることができます。

DataSource0 = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(connection_type  
= "custom.jdbc", connection_options = {"dataTypeMapping":{"INTEGER":"STRING"}",  
connectionName":"test-connection-jdbc"}, transformation_ctx = "DataSource0")

• 並列読み取りのパーティション化 – AWS Glue は、列にあるデータを分割することで、データスト
アから並列データを読み取れるようにします。パーティション列、パーティションの下限、パー
ティションの上限、およびパーティション数を指定する必要があります。この機能により、データ
の並列処理と、Spark アプリケーションに割り当てる複数の Spark エグゼキュータの使用が可能に
なります。

DataSource0 = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(connection_type  
= "custom.jdbc", connection_options = {"upperBound":"200","numPartitions":"4",
"partitionColumn":"id","lowerBound":"0","connectionName":"test-connection-jdbc"},
transformation_ctx = "DataSource0")

• AWS Secrets Manager を使用した認証情報の保存 – Data Catalog 接続には、AWS Secrets 
Manager に保存されているシークレットのための secretId も含めることができます。AWS シー
クレットにより、承認と認証に関する情報を安全に保存し、また、AWS Glue の実行時にその情報
を提供できます。または、以下に示すように、Spark スクリプトから secretId を指定することも
できます。

DataSource = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(connection_type  
= "custom.jdbc", connection_options = {"connectionName":"test-connection-jdbc",
 "secretId"-> "my-secret-id"}, transformation_ctx = "DataSource0")

• 行述語と列射影によるソースデータのフィルタリング – AWS Glue Spark ランタイムでは、行述語
と列射影を使用しながら、SQL クエリをプッシュダウンすることでソースにあるデータをフィル
タリングすることもできます。これにより ETL ジョブは、フィルタリングされたデータを、プッ
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シュダウンをサポートするデータストアからより迅速にロードできます。SELECT id, name, 
department FROM department WHERE id < 200. は、JDBC データ・ソースにプッシュダウ
ンされた SQL クエリの例です。

DataSource = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(connection_type =  
"custom.jdbc", connection_options = {"query":"SELECT id, name, department FROM 
 department  
WHERE id < 200","connectionName":"test-connection-jdbc"}, transformation_ctx =  
"DataSource0")

• ジョブのブックマーク – AWS Glue は、JDBC ソースからのデータの増分ロードをサポートしてい
ます。AWS Glue は、最後に処理された (データストアからの) レコードを追跡し、後続の ETL ジョ
ブ実行で新しいデータレコードを処理します。ジョブのブックマークは、その列が順番に増減して
いるのであれば、ブックマークキーのデフォルト列としてプライマリキーを使用します。ジョブの
ブックマークの詳細については、AWS Glue デベロッパーガイドの「ジョブ ブックマーク」を参照
してください。

DataSource0 = glueContext.create_dynamic_frame.from_options(connection_type =  
"custom.jdbc", connection_options = {"jobBookmarkKeys":["empno"], 
 "jobBookmarkKeysSortOrder"
:"asc", "connectionName":"test-connection-jdbc"}, transformation_ctx = "DataSource0")

3. カスタムコネクタを JAR ファイルとしてパッケージ化し、そのファイルを Amazon S3 にアップロー
ドします。

4. カスタムコネクタをテストします。詳細については、GitHub の「Glue カスタムコネクタ: ローカル検
証テストガイド」で手順を参照してください。

5. AWS Glue Studio コンソールのナビゲーションペインで、[Connectors] (コネクタ) をクリックしま
す。

6. [Connectors] (コネクタ) ページで、[Create custom connector] (カスタムコネクタを作成) をクリック
します。

7. [Create custom connector] (カスタムコネクタの作成) ページで、次の情報を入力します。

• カスタムコード JAR ファイルの Amazon S3 内ロケーションへのパス。
• AWS Glue Studio によって使用されるコネクタの名前。
• コネクタのタイプ (JDBC、Spark、または Athena)。
• コネクタを使用するために AWS Glue Studio が呼び出す、カスタムコード内のエントリポイントの

名前。
• JDBC コネクタの場合、このフィールドは JDBC ドライバのクラス名です。
• Spark コネクタの場合、このフィールドは、データソースの完全修飾クラス名、またはそのエイ

リアスである必要があります。これは、format 演算子を使用して Spark データソースをロード
する際に使用します。

• (JDBC のみ) データストアの JDBC 接続で使用されるベース URL。
• (オプション) カスタムコネクタの説明。

8. [Create connector] (コネクターを作成) をクリックします。
9. コネクタ用の接続を作成する (p. 33) の説明を参考に、[Connectors] (コネクタ) ページで、そのコ

ネクタを使用する接続を作成します。

コネクタ用の接続を作成する
AWS Glue 接続は、特定のデータストアの接続情報を保存する Data Catalog オブジェクトです。接続に
は、ログイン認証情報、URI 文字列、Virtual Private Cloud (VPC) 情報などが含まれます。データカタログ
で接続を作成することで、クローラーまたはジョブを作成するたびに、すべての接続の詳細を指定する必
要がなくなります。
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Note

AWS Glue コンソールを使用して作成された接続は、AWS Glue Studio には表示されません。

コネクタのために接続を作成するには

1. AWS Glue Studio コンソールのナビゲーションペインで、[Connectors] (コネクタ) をクリックしま
す。

2. 接続を作成するコネクタを選択し、[Create connection] (接続を作成する) をクリックします。
3. [Create connection] (接続の作成) ページで、接続の名前、およびその説明 (オプション) を入力しま

す。
4. 接続の詳細を入力します。選択したコネクタのタイプに応じて、追加情報の入力を促されます。

• ユーザー名やパスワードなど、必要な認証情報を入力するか、AWS シークレットを選択します。
• JDBC を使用するコネクタの場合は、データストアに JDBC URL を作成するために必要な情報を入

力します。
• Virtual Private Cloud (VPC) を使用する場合は、VPC のネットワーク情報を入力します。

5. [Create connection] (接続の作成) を選択します。

再び [Connectors] (コネクタ) ページが表示され、作成された接続が情報バナーに表示されます。AWS 
Glue Studio で説明したように、the section called “コネクタを使用するジョブを作成する” (p. 25) ジョ
ブで接続を使用することができるようになりました。

Kafka 接続を作成する
Kafka 接続を作成するときには、ドロップダウンメニューから Kafka を選択すると追加設定が表示され、
構成できるようになります。

• Kafka クラスターの詳細
• 認証
• 暗号化
• ネットワークオプション

Kafka クラスターの詳細を設定する

1. クラスターの場所を選択します。Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (MSK) クラスターま
たは Customer managed Apache Kafka クラスターから選択できます。Amazon Managed streaming 
for Apache Kafka の詳細については、Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (MSK) を参照し
てください。

Note

Amazon Managed Streaming for Apache Kafka は TLS および SASL/SCRAM-SHA-512 認証
方法のみをサポートします。
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2. Kafka ブートストラップサーバーの URL を入力します。各サーバーをカンマで区切ることで、複数の
サーバーを入力できます。URL の末尾に :<port number> を足してポート番号を入力します。

例: b-1.vpc-test-2.034a88o.kafka-us-east-1.amazonaws.com:9094

認証方法の選択

AWS Glue は、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 
は、SCRAM プロトコル (ユーザーネームとパスワード) と GSSAPI (Kerberos プロトコル) の両方を提供
します。

ドロップダウンメニューから認証方法を選択するときには、次のクライアント認証方法を選択できます。

• 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 - これを選択すると、この認証方法のための認証情報が指定されます。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、認証情報が AWS Secrets 

Manager に保存され、必要になった際に AWS Glue からその情報へアクセスすることを許可できま
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。
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• ユーザー名とパスワードを直接提供します。
• 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。

暗号化設定の構成

1. Kafka 接続に SSL 接続が必要な場合は、[Require SSL connection] (SSL 接続が必要) チェックボック
スを選択します。SSL 経由で接続できない場合、接続は失敗することに留意してください。暗号化用
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の SSL は、任意の認証方法 (SASL/SCRAM-SHA-512、SASL/GSSAPI、SSL クライアント認証) で使
用することができるオプションです。

認証方式が [SSL client authentication] (SSL クライアント認証) に設定されている場合、このオプショ
ンは自動的に選択され、変更を防ぐために無効化されます。

2. (オプション)。認証機関 (CA) からプライベート証明書の場所を選択します。証明書の場所は S3 が存
在する場所の中である必要があることに留意してください。[Browse] (参照) を選択して、接続された 
S3 バケットからファイルを選択します。パスは s3://bucket/prefix/filename.pem の形式で
指定する必要があります。ファイル名と .pem 拡張子で終わる必要があります。

3. 認証機関 (CA) からの証明書の検証はスキップできます。[Skip validation of certificate from certificate 
authority (CA)] (認証機関 (CA) からの証明書の検証をスキップする) チェックボックスを選択してくだ
さい。このチェックボックスにチェックは入っていない場合、AWS Glue は、3 つのアルゴリズムの
証明書を検証します。

• SHA256withRSA
• SHA384withRSA
• SHA512withRSA

(オプション) ネットワークオプション

以下は、VPC、サブネット、およびセキュリティグループを設定するためのオプションのステップで
す。AWS Glue ジョブを仮想プライベートクラウド (VPC) サブネット内の Amazon EC2 インスタンスで
実行する必要がある場合は、追加の VPC に固有の設定情報を提供する必要があります。

1. データストアが含まれる VPC (仮想プライベートクラウド) を選択します。
2. VPC を持つサブネットを選択します。
3. VPC サブネット内のデータストアへのアクセスを許可するセキュリティグループを 1 つ以上選択しま

す。セキュリティグループは、サブネットに接続されている ENI に関連付けられています。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少なくとも 1 つ
選択する必要があります。
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カスタムコネクタを使用したジョブのオーサリング
AWS Glue Studio では、データソースノードとデータターゲットノードの両方に対し、コネクタと接続を
使用できます

トピック
• データソースに対しコネクタを使用するジョブを作成する (p. 38)
• コネクタを使用するノードのソースプロパティを設定する (p. 39)
• コネクタを使用するノードのターゲットプロパティの設定 (p. 42)

データソースに対しコネクタを使用するジョブを作成する
新しいジョブの作成時に、データソースとデータターゲットで使用するコネクタを選択できます。

データソースまたはデータターゲットに対しコネクタを使用するジョブを作成するには

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

2. [Connectors] (コネクタ) ページの [Your connections] (使用する接続)リソースリストで、ジョブで使用
する接続を選択してから、[Create job] (ジョブを作成) をクリックします。

または、AWS Glue Studio Glue Studio の [Jobs] (ジョブ) ページの [Create job] (ジョブを作成) 
で、[Source and target added to the graph] (グラフに追加されたソースとターゲット) を選択しま
す。[Source] (ソース) ドロップダウンリストから、ジョブで使用するカスタムコネクタを選択しま
す。また、[Target] (ターゲット) のためにコネクタを選択することもできます。

38

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


AWS Glue Studio ユーザーガイド
カスタムコネクタを使用したジョブのオーサリング

3. [Create] (作成) をクリックして、ビジュアルジョブエディタを開きます。
4. 「コネクタを使用するノードのソースプロパティを設定する (p. 39)」 にある説明に従い、データ

ソースノードを設定します。
5. 「AWS Glue Studio での ETL ジョブの編集 (p. 53)」を参考に、変換、追加のデータストア、デー

タターゲットを追加しながら、ETL ジョブを作成します。
6. 「ジョブのプロパティを変更する (p. 161)」のように、ジョブのプロパティを設定して、ジョブの実

行環境をカスタマイズします。
7. このジョブを保存して、実行します。

コネクタを使用するノードのソースプロパティを設定する
データソース用にコネクタを使用するジョブを作成すると、ビジュアルジョブエディタには、コネクタ用
に設定されたデータソースのノードを含むジョブグラフが表示されます。このノードには、データソース
のプロパティを設定する必要があります。

コネクタを使用するデータソースノードのプロパティを設定するには

1. ジョブグラフでコネクタのデータソースノードを選択するか、新しいノードを追加して [Node 
type] (ノードタイプ) でコネクタを選択します。次に、右側のノードの詳細パネルで、[Data source 
properties] (データソースのプロパティ) タブを選択します (まだ選択されていない場合)。
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2. [Data source properties] (データソースのプロパティ) タブで、このジョブに使用する接続を選択しま
す。

各接続タイプに必要な追加情報を入力します。

JDBC

• [Data source input type] (データソースの入力タイプ): テーブル名または SQL クエリのどちら
を、データソースとして指定するか選択します。選択した選択に応じて、以下の追加情報を設
定する必要があります。
• [Table name] (テーブル名): データソース内のテーブルの名前。データソースで、テーブルと

いう用語を使用しない場合、カスタムコネクタの使用状況情報で示されている、適切なデー
タ構造の名前を指定します (これは、AWS Marketplace で見つかります)。

• [Filter predicate] (フィルター述語): データソースを読み取る際に使用する条件句。これは、
データのサブセットを取得するために使用される、WHERE 句と類似しています。

• [Query code] (クエリコード): データソースから特定のデータセットを取得するために使用す
る SQL クエリを入力します。基本 SQL クエリの例は以下のとおりです。

SELECT column_list FROM  
                           table_name WHERE where_clause
                        

• [Schema] (スキーマ): AWS Glue Studio がデータソースにアクセスする際には、Data Catalog 
テーブルからメタデータ情報を取得する代わりに、接続内に格納された情報を使用します。
このため、データソースのスキーマメタデータを指定する必要があります。[Add schema] (ス
キーマを追加) をクリックして、スキーマエディタを開きます。

スキーマエディタの使用方法については、「カスタム変換ノードでスキーマを編集す
る (p. 88)」を参照してください。

• [Partition column] (パーティション列): (オプション) データの読み取りをパーティション化する
には、[Partition column] (パーティション列)、[Lower bound] (下限)、[Upper bound] (上限)、お
よび [Number of partitions] (パーティションの数) を、それぞれ指定します。
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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

列のパーティショニングは、データの読み取りに使用されるクエリに対し、さらに
パーティショニング条件を追加します。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。
• クエリを "SELECT col1 FROM table1 WHERE col2=val" 形式で行っている場

合、AND とパーティション列を使用する式を使用して、WHERE 句を拡張することで
そのクエリをテストします。

• データ型のキャスティング: データソースが JDBC で使用できないデータ型を使用している場
合、このセクションを使用して、データソースのデータ型を JDBC データ型に変換する方法を
指定します。データ型の変換方法には、最大 50 種類までを指定できます。データソース内で
同じデータ型を使用しているすべての列は、同じ方法で変換されます。

例えば、データソース内に Float データ型を使用する 3 つの列があり、Float データ型に対
し JDBC の String データ型への変換を指定している場合には、Float データ型を使用する 3 
つの列がすべて String データ型に変換されます。

• ジョブのブックマークキー: ジョブのブックマークは、AWS Glue が状態情報を保持すること
と、古いデータの再処理を防ぐことを助けます。ブックマークキーとして 1 つ以上の列を指定
します。AWS Glue Studio はブックマークキーを使用して 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。カスタムブックマークキーに使用する列は、厳密に単調に増
加または減少する必要がありますが、そこにギャップを含むことは可能です。

ブックマークキーを複数入力した場合は、それらは結合され単一の複合キーを形成します。複
合ジョブブックマークキーには、重複する列を含めることはできません。ブックマークキーを
指定しない場合、AWS Glue Studio 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、その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。ジョブブックマークのプロパティでは有効になっているものの、テーブルにプライマリ
キーがない場合には、カスタムジョブブックマークキーを指定する必要があります。この指定
を行わないと、デフォルトとして使用するプライマリキーの検索が失敗し、ジョブの実行も失
敗します。

• [Job bookmark keys sorting order] (Job ブックマークキーの並べ替え順序): キー値を、連続的に
増加させるか減少させるかを選択します。

Spark

• [Schema] (スキーマ): AWS Glue Studio がデータソースにアクセスする際には、Data Catalog 
テーブルからメタデータ情報を取得する代わりに、接続内に格納された情報を使用します。
このため、データソースのスキーマメタデータを指定する必要があります。[Add schema] (ス
キーマを追加) をクリックして、スキーマエディタを開きます。

スキーマエディタの使用方法については、「カスタム変換ノードでスキーマを編集す
る (p. 88)」を参照してください。

• [Connection options:] (接続オプション): 追加の接続情報やオプションを提供するために、必要
に応じて追加のキーと値のペアを入力します。例えば、データベース名、テーブル名、ユー
ザー名、パスワードを入力します。

例えば OpenSearch の場合には、 チュートリアル: Elasticsearch 向けの AWS Glue コネクタを
使用する  (p. 147) で説明されているように以下のキーと値のペアを入力します
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• es.net.http.auth.user : username
• es.net.http.auth.pass : password
• es.nodes : https://<Elasticsearch endpoint>
• es.port : 443
• path: <Elasticsearch resource>
• es.nodes.wan.only : true

最小接続オプションの使用例については、GitHub のサンプルテストスクリプ
ト、MinimalSparkConnectorTest.scala を参照してください。ここでは、接続のために指定する一
般的な接続オプションが確認できます。

Athena

• [Table name] (テーブル名): データソース内のテーブルの名前。Athena-CloudWatch のログから
の読み取り用にコネクタを使用している場合は、テーブル名に all_log_streams を入力しま
す。

• [Athena schema name:] (Athena のスキーマ名): テーブルを含むデータベースに対応す
る、Athena データソース内のスキーマを選択します。Athena-CloudWatch のログからの読み
取りのためにコネクタを使用している場合は、スキーマ名として /aws/glue/name のように
入力します。

• [Schema] (スキーマ): AWS Glue Studio がデータソースにアクセスする際には、Data Catalog 
テーブルからメタデータ情報を取得する代わりに、接続内に格納された情報を使用します。
このため、データソースのスキーマメタデータを指定する必要があります。[Add schema] (ス
キーマを追加) をクリックして、スキーマエディタを開きます。

スキーマエディタの使用方法については、「カスタム変換ノードでスキーマを編集す
る (p. 88)」を参照してください。

• [Additional connection options] (その他の接続オプション): 他の接続情報やオプションを提供す
る際には、必要に応じて追加のキーと値のペアを入力します。

この例については、https://github.com/aws-samples/aws-glue-samples/tree/master/ 
GlueCustomConnectors/development/Athena にある README.md ファイルでご確認ください。
このドキュメント内に示す手順では、サンプルコードにより、必要最小限の接続オプション 
(tableName、schemaName、および className) を使用しています。コード例では、これらの
オプションを optionsMap 変数の一部として指定しており、それらを実際に指定することで接続
を使用できるようになります。

3. (オプション) 必要な情報を指定した後は、[Output schema] (出力スキーマ) タブを選択することで、出
力されたデータソース用のデータスキーマを、ノードの詳細パネルに表示できるようになります。こ
のタブに表示されるスキーマは、ジョブグラフに追加される任意の子ノードによって使用されます。

4. (オプション) ノードおよびデータソースのプロパティを設定した後、ノードの詳細パネルの [Data 
preview] (データのプレビュー) タブを選択して、データソースからのデータセットをプレビューでき
ます。ジョブ内の任意のノードに対してこのタブを初めて選択すると、データにアクセスする IAM 
ロールを指定するよう求められます。この機能を使用するには費用がかかり、IAM ロールを指定する
とすぐに請求が開始します。

コネクタを使用するノードのターゲットプロパティの設定
データターゲットタイプにコネクタを使用する場合は、データターゲットノードのプロパティを設定する
必要があります。
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コネクタを使用するデータターゲットノードでプロパティを設定するには

1. ジョブグラフで、コネクタのデータターゲットノードを選択します。次に、右側のノードの詳細パネ
ルで、[Data target properties] (データターゲットのプロパティ) タブを選択します (選択されていない
場合)。

2. [Data target properties] (データターゲットのプロパティ) タブで、ターゲットへの書き込みに使用する
接続を選択します。

各接続タイプに必要な追加情報を入力します。

JDBC

• [Connection] (接続): コネクタで使用する接続を選択します。接続の作成方法については、「コ
ネクタ用の接続を作成する (p. 33)」を参照してください。

• [Table name] (テーブル名): データターゲット内のテーブルの名前。データターゲットで、テー
ブルという用語を使用しない場合、カスタムコネクタの使用状況情報で示されている、適切な
データ構造の名前を指定します (これは、AWS Marketplace で見つかります)。

• [Batch size] (バッチサイズ) (オプション): 1 回のオペレーションでターゲットテーブルに挿入す
る、行数またはレコード数を入力します。デフォルト値は 1000 行です。

Spark

• [Connection] (接続): コネクタで使用する接続を選択します。以前に接続を作成していない場合
は、[Create connection] (接続を作成する) をクリックして作成します。接続の作成方法につい
ては、「コネクタ用の接続を作成する (p. 33)」を参照してください。

• [Connection options:] (接続オプション): 追加の接続情報やオプションを提供するために、必要
に応じて追加のキーと値のペアを入力します。データベース名、テーブル名、ユーザー名、パ
スワードを入力することもできます。

例えば OpenSearch の場合には、 チュートリアル: Elasticsearch 向けの AWS Glue コネクタを
使用する  (p. 147) で説明されているように以下のキーと値のペアを入力します
• es.net.http.auth.user : username
• es.net.http.auth.pass : password
• es.nodes : https://<Elasticsearch endpoint>
• es.port : 443
• path: <Elasticsearch resource>
• es.nodes.wan.only : true

最小接続オプションの使用例については、GitHub のサンプルテストスクリプ
ト、MinimalSparkConnectorTest.scala を参照してください。ここでは、接続のために指定する一
般的な接続オプションが確認できます。

3. 必要な情報を指定した後は、[Output schema] (出力スキーマ) タブを選択することで、出力されたデー
タソース用のデータスキーマを、ノードの詳細パネルに表示できるようになります。

コネクタと接続を管理する
コネクタと接続を管理するには、AWS Glue Studio の [Connectors] (コネクタ) ページを使用します。

トピック
• コネクタと接続の詳細を表示する (p. 44)
• コネクタと接続を編集する (p. 44)
• コネクタおよび接続を削除する (p. 44)
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• コネクタのサブスクリプションをキャンセルする (p. 45)

コネクタと接続の詳細を表示する
[Connectors] (コネクタ) ページの [Your connectors] (使用中のコネクタ)、および [Your connections] (使用
中の接続) リソーステーブルで、コネクタと接続に関する概要情報を表示できます。詳細な情報を表示す
るには、以下の手順を実行します。

Note

AWS Glue コンソールを使用して作成された接続は、AWS Glue Studio には表示されません。

コネクタまたは接続の詳細を表示するには

1. AWS Glue Studio コンソールのナビゲーションペインで、[Connectors] (コネクタ) をクリックしま
す。

2. 詳細情報を表示するコネクタまたは接続を選択します。
3. [Actions] (アクション)、[View details] (詳細を表示) の順にクリックして、選択したコネクタまたは接

続の詳細ページを開きます。
4. 詳細ページでは、コネクタまたは接続に対し、[Edit] (編集) または [Delete] (削除) を選択できます。

• コネクタの場合は、[Create connection] (接続を作成する) をクリックすることで、そのコネクタを
使用する新しい接続を作成できます。

• 接続の場合は、[Create job] (ジョブを作成する) をクリックすると、その接続を使用するジョブを作
成できます。

コネクタと接続を編集する
[Connectors] (コネクタ) ページを使用して、コネクタと接続に保存されている情報を変更します。

コネクタまたは接続を変更するには

1. AWS Glue Studio コンソールのナビゲーションペインで、[Connectors] (コネクタ) をクリックしま
す。

2. 変更するコネクタまたは接続を選択します。
3. [Actions] (アクション) を選択して、[Edit] (編集) を選択します。

また、[View details] (詳細を表示する) をクリックし、コネクタまたは接続の詳細ページを開い
て、[Edit] (編集) を実行することもできます。

4. [Edit connector] (コネクタを編集する) または [Edit connection] (接続を編集する) ページで、情報を更
新した上で、[Save] (保存) をクリックします。

コネクタおよび接続を削除する
コネクタと接続を削除するには、[Connectors] (コネクタ) ページを使用します。コネクタを削除すると、
そのコネクタのために作成された接続もすべて削除されます。

AWS Glue Studio からコネクタを削除する方法

1. AWS Glue Studio コンソールのナビゲーションペインで、[Connectors] (コネクタ) をクリックしま
す。

2. 削除するコネクタまたは接続を選択します。
3. [Actions] (アクション) を選択してから、[Delete] (削除) をクリックします。
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または、[View details] (詳細を表示する) をクリックし、コネクタまたは接続の詳細ページで、[Delete]
(削除) を実行することもできます。

4. 「Delete」と入力し、コネクタまたは接続を削除することを確認した上で、[Delete] (削除) をクリッ
クします。

コネクタを削除すると、そのコネクタのために作成された接続もすべて削除されます。

ここで削除される接続を使用していたジョブも、すべて機能しなくなります。これらのジョブは、別の
データストアを使用するように編集することも、あるいは削除することもできます。ジョブを削除する方
法については、「ジョブの削除 (p. 165)」を参照してください。

コネクタを削除しても、そのコネクタの AWS Marketplace に対するサブスクリプションはキャンセルされ
ません。削除されたコネクタのサブスクリプションを削除するには、「コネクタのサブスクリプションを
キャンセルする (p. 45)」の手順に従います。

コネクタのサブスクリプションをキャンセルする
AWS Glue Studio から接続とコネクタをキャンセルした後、不要になったコネクタのサブスクリプション
を AWS Marketplace でキャンセルできます。

Note

コネクタのサブスクリプションをキャンセルしても、コネクタや接続はアカウントから削除され
ません。コネクタと、それに関連する接続を使用するジョブは、以後コネクタを使用できなくな
り失敗します。
AWS Marketplace から、コネクタのサブスクリプション解除または再サブスクライブを行う際に
は、その前に、対象の AWS Marketplace 製品に関連付けられた既存の接続とコネクタを削除する
必要があります。

AWS Marketplace でコネクタのサブスクリプションを解除するには

1. AWS Marketplace コンソール (https://console.aws.amazon.com/marketplace) にサインインします。
2. [Manage subscriptions] (サブスクリプションを管理する) をクリックします。
3. [Manage subscriptions] (サブスクリプションの管理) ページで、キャンセルするコネクタのサブスクリ

プションの横にある [Manage] (管理) をクリックします。
4. [Actions] (アクション)、[Delete Application] (アプリケーションの削除) の順にクリックします。
5. 実行中のインスタンスがアカウントで課金されることを受け入れるチェックボックスをオンにし

て、[Yes, cancel subscription] (はい、サブスクリプションをキャンセルします) をクリックします。

カスタムコネクタの開発
コードを記述すると、データストアとの間でデータの読み取りや書き込みを実行したり、AWS Glue 
Studio ジョブで使用するためにデータのフォーマットを行ったりできます。Spark、Athena、JDBC 
データストアのためのコネクタを作成できます。実装する必要がある基本的なインターフェイスの概要
は、GitHub に掲載されているサンプルコードで提供しています。

コネクタコードを作成するには、ローカルの開発環境が必要です。コネクタを書き込むには、任意の IDE 
やコマンドラインエディタを使用することもできます。開発環境の例には以下があります。

• ローカルの AWS Glue ETL Mavenライブラリを使用したローカル Scala 環境 (AWS Glueデベロッパー
ガイドの「Developing Locally with Scala」を参照)。

• https://www.jetbrains.com/idea/ からダウンロードして使用する、IntelliJ IDE。

トピック
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• Spark コネクタの開発 (p. 46)
• Athena コネクタの開発 (p. 46)
• JDBC コネクタの開発 (p. 46)
• AWS Glue Studio でのカスタムコネクタ使用例 (p. 46)
• AWS Marketplace 向け AWS Glue コネクターの開発 (p. 47)

Spark コネクタの開発
Spark DataSource API V2 (Spark 2.4) を使用して、データ読み取りのために Spark コネクタを作成するこ
とができます。

カスタム Spark コネクタを作成するには

Spark コネクタ開発のための AWS Glue GitHub サンプルライブラリ (https://github.com/aws-samples/aws-
glue-samples/tree/master/GlueCustomConnectors/development/Spark/README.md) にある手順に従いま
す。

Athena コネクタの開発
Athena コネクタを作成し、AWS Glue および AWS Glue Studio でカスタムのデータソースをクエリする
ために使用できます。

カスタムの Athena コネクタを作成するには

Athena コネクタ開発のための AWS Glue GitHub サンプルライブラリ(https://github.com/aws-samples/ 
aws-glue-samples/tree/master/GlueCustomConnectors/development/Athena) にある手順に従います。

JDBC コネクタの開発
データストアにアクセスするために、JDBC を使用するコネクタを作成できます。

カスタムの JDBC コネクタを作成するには

1. ローカルの開発環境に、AWS Glue Spark ランタイムライブラリをインストールします。手順につい
ては、AWS Glue GitHub のサンプルライブラリ (https://github.com/aws-samples/aws-glue-samples/ 
tree/master/GlueCustomConnectors/development/GlueSparkRuntime/README.md) を参照してくださ
い。

2. データソースからデータを取得するための JDBC ドライバーを実装します。Java SE 8 向けの Java 
ドキュメントを参照してください。

作成しているコード内に、AWS Glue Studio がコネクタの位置を特定するために使用するエントリポ
イントを記述します。[Class name] (クラス名) フィールドは、JDBC ドライバーへの完全なパスを指
定する必要があります。

3. GlueContext API を使用して、コネクタによりデータを読み取ります。必要に応じてユーザー
は、AWS Glue Studio コンソールを使用して、データソースへの接続を設定するための他の入力オプ
ションを追加できます。カスタム JDBC コネクタを使用しながら、JDBC データベースとの間で読み
取りおよび書き込みを行うコードの例については、「Custom and AWS Marketplace connectionType 
values」を参照してください。

AWS Glue Studio でのカスタムコネクタ使用例
カスタムコネクタの使用例については、次のブログを参照してください。

• AWS Glue を使用したデータストア用のカスタムコネクタの開発、テスト、およびデプロイ
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• Apache Hudi: Writing to Apache Hudi tables using AWS Glue Custom Connector
• Google BigQuery: Migrating data from Google BigQuery to Amazon S3 using AWS Glue custom 

connectors
• Snowflake (JDBC): Performing data transformations using Snowflake and AWS Glue
• SingleStore: Building fast ETL using SingleStore and AWS Glue
• Salesforce: Ingest Salesforce data into Amazon S3 using the CData JDBC custom connector with AWS 

Glue
• MongoDB: Building AWS Glue Spark ETL jobs using Amazon DocumentDB (with MongoDB 

compatibility) and MongoDB
• Amazon Relational Database Service (Amazon RDS): Building AWS Glue Spark ETL jobs by bringing 

your own JDBC drivers for Amazon RDS
• MySQL (JDBC): https://github.com/aws-samples/aws-glue-samples/blob/master/GlueCustomConnectors/ 

development/Spark/SparkConnectorMySQL.scala

AWS Marketplace 向け AWS Glue コネクターの開発
AWS パートナーであれば、作成したカスタムコネクタを AWS Marketplace にアップロードし、それを 
AWS Glue のお客様に販売することができます

コネクタコードの開発プロセスは、カスタムコネクタの場合と同様です。ただし、コネクタコードのアッ
プロードと検証のプロセスには、より詳細な要素が含まれます。手順については、GitHub ウェブサイトの
「 Creating Connectors for AWS Marketplace」を参照してください。

AWS Glue Studio でのコネクタおよび接続の使用に関
する制約事項
カスタムコネクタ、または AWS Marketplace で提供されているコネクタを使用する際は、以下の制限事項
に注意してください。

• カスタムコネクタ用に作成された接続では、TestConnection API は使用できません。
• Data Catalog 接続でのパスワードの暗号化は、カスタムコネクタではサポートされていません。
• JDBC コネクタを使用するデータソースノードでフィルター述語を指定した場合は、ジョブブックマー

クを使用できなくなります。

データソースノードへの接続
データソースのプロパティを指定するには、初めにジョブ図でデータソースノードを選択します。次に、
ノードの詳細パネルの右側で、ノードのプロパティを設定します。

データソースノードのプロパティを変更するには

1. 新規または保存済みのジョブのビジュアルエディタに移動します。
2. ジョブ図でデータソースノードを選択します。
3. ノードの詳細パネルの [Node properties] (ノードのプロパティ) タブを選択して、次の情報を入力しま

す。

• Name (名前): (オプション) ジョブ図でノードに関連付ける名前を入力します。この名前は、この
ジョブのすべてのノードにおいて一意である必要があります。

• Node type (ノードタイプ): ノードタイプによって、ノードで実行されるアクションが決定します。
[Node type] (ノードタイプ) のオプションのリストで、見出し [Data source] (データソース) の下に
リストされている値のいずれかを選択します。
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4. データソースのプロパティの情報を設定します。詳細については、次のセクションを参照してくださ
い。

• データソースにデータカタログテーブルを使用する (p. 48)
• データソースにコネクタを使用する (p. 48)
• データソースに Amazon S3 内のファイルを使用する (p. 49)
• ストリーミングデータソースの使用 (p. 50)

5. (オプション) ノードおよびデータソースのプロパティを設定した後、ノードのパネルの [Output 
schema] (出力スキーマ) タブをクリックすると、データソースのスキーマを表示できます。ジョブ内
の任意のノードに対してこのタブを初めて選択すると、データにアクセスする IAM ロールを指定する
よう求められます。[Job details] (ジョブの詳細) タブで IAM ロールをまだ指定していない場合、ここ
で IAM ロールを入力するよう求められます。

6. (オプション) ノードおよびデータソースのプロパティを設定した後、ノードの詳細パネルの [Data 
preview] (データのプレビュー) タブを選択して、データソースからのデータセットをプレビューでき
ます。ジョブ内の任意のノードに対してこのタブを初めて選択すると、データにアクセスする IAM 
ロールを指定するよう求められます。この機能を使用するには費用がかかり、IAM ロールを指定する
とすぐに請求が開始します。

データソースにデータカタログテーブルを使用する
Amazon S3 とコネクタを除くすべてのデータソースでは、選択するソースタイプの AWS Glue Data 
Catalog にテーブルが存在する必要があります。AWS Glue Studio はデータカタログテーブルを生成しま
せん。

データカタログテーブルに基づいてデータソースノードを設定するには

1. 新規または保存済みのジョブのビジュアルエディタに移動します。
2. ジョブ図でデータソースノードを選択します。
3. [Data source properties] (データソースのプロパティ) タブを選択して、次の情報を入力します。

• S3 source type (S3 ソースタイプ): (Amazon S3 データソースのみ) [Select a Catalog table] (Catalog 
テーブルを選択) オプションを選択して、既存の AWS Glue Data Catalog テーブルを使用します。

• Database (データベース): このジョブに使用するソーステーブルを含むデータカタログのデータ
ベースを選択します。検索フィールドを使用して、名前でデータベースを検索できます。

• Table (テーブル): ソースデータに関連付けられたテーブルをリストから選択します。このテーブル
は、既に AWS Glue Data Catalog に存在している必要があります。検索フィールドを使用して、名
前でテーブルを検索できます。

• Partition predicate (パーティション述語):(Amazon S3 データソースのみ) パーティション列のみを
含む Spark SQL に基づいてブール式を入力します。例: "(year=='2020' and month=='04')"

• Temporary directory (一時ディレクトリ): (Amazon Redshift データソースのみ) ETL ジョブが一時的
な中間結果を書き込める Amazon S3 の作業ディレクトリの場所のパスを入力します。

• Role associated with the cluster (クラスターに関連付けられたロール): (Amazon Redshift データ
ソースのみ) Amazon Redshift クラスターのアクセス許可を含む、使用する ETL ジョブのロールを
入力します。詳細については、 を参照してください。the section called “データソースとデータター
ゲットのアクセス許可” (p. 10)

データソースにコネクタを使用する
ノードタイプにコネクタを選択する場合、カスタムコネクタを使用したジョブのオーサリング (p. 38)
の説明に従って、データソースのプロパティの設定を完了します。
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データソースに Amazon S3 内のファイルを使用す
る

データソースとして Amazon S3 を選択する場合、次のいずれかを選択できます。

• データカタログデータベースおよびテーブル。
• Amazon S3 内のバケット、フォルダ、またはファイル。

Amazon S3 バケットをデータソースとして使用する場合、AWS Glue Studio は、ファイルの一つ、ある
いはサンプルファイルとして指定したファイルを使うことによって、指定した場所にあるデータのスキー
マを検出します。[Infer schema] (スキーマを推測) ボタンをクリックすると、スキーマの検出が行われま
す。Amazon S3 の場所またはサンプルファイルを変更する場合は、[Infer schema] (スキーマを推測) を再
度クリックして、新しい情報を使用しスキーマの検出を実行します。

Amazon S3 内のファイルから直接読み取るデータソースノードを設定するには

1. 新規または保存済みのジョブのビジュアルエディタに移動します。
2. Amazon S3 ソース用に、ジョブ図でデータソースノードを選択します。
3. [Data source properties] (データソースのプロパティ) タブを選択して、次の情報を入力します。

• S3 source type (S3 ソースタイプ): (Amazon S3 データソースのみ) [S3 location] (S3 の場所) オプ
ションを選択します。

• S3 URL (S3 の URL): ジョブのデータを含む Amazon S3 バケット、フォルダ、またはファイルへの
パスを入力します。[Browse S3] (S3 をブラウズ) を選択すると、アカウントで利用可能な場所から
パスを選択できます。

• Recursive : S3 の場所にある子フォルダ内のファイルからデータをAWS Glue Studio に読ませたい
場合、このオプションを選択します。

子フォルダにパーティション化されたデータが含まれている場合、AWS Glue Studio は、フォルダ
名中で指定されているパーティション情報をデータカタログに追加しません。例えば、Amazon S3 
で、次のフォルダについて考えてみます。

S3://sales/year=2019/month=Jan/day=1
S3://sales/year=2019/month=Jan/day=2

[Recursive] を選択し、sales フォルダを S3 の場所として選択した場合、AWS Glue Studio は、す
べての子フォルダーのデータを読みますが、年、月、日のパーティションは作成しません。

• Data format (データ形式): データを保存する形式を選択します。JSON、CSV、または Parquet を選
択できます。選択した値により、ソースファイルからデータを読み取る方法が AWS Glue ジョブに
伝えられます。

Note

データのためにに正しい形式を選択していない場合、AWS Glue Studio はスキーマは正し
く推測する可能性はありますが、ジョブはソースファイルからのデータを正しく解析する
ことはでないかもしれません。

選択した形式に応じて、追加の設定オプションを入力できます。
• JSON (JavaScript Object Notation)

• JsonPath: テーブルスキーマの定義に使用されるオブジェクトを指す JSON パス。JSON パス
式では、XPath 式が XML ドキュメントと組み合わせて使用されるのと同じように、常に JSON 
構造を参照します。JSON パスの「ルートメンバーオブジェクト」は、オブジェクトや配列で
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あっても、常に $ として参照されます。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。

JSON パスの詳細については、GitHub ウェブサイトの「JsonPath」を参照してください。
• Records in source files can span multiple lines (ソースファイル内のレコードが複数行にまたが

ることができる): CSV ファイル内の単一のレコードが複数行にまたがることができる場合は、
このオプションを選択します。

• CSV (カンマ区切り値)
• Delimiter (区切り記号): 行内の各列エントリの区切りを示す文字 (;、, など) を入力します。
• Escape character (エスケープ文字): エスケープ文字として使用する文字を入力します。この文

字は、その直後の文字は文字通りに解釈され、区切り文字として解釈しないことを示します。
• Quote character (引用符文字): 区切られた文字列を単一の値にグループ化するのに使用する文

字を入力します。例えば、CSV ファイルに "This is a single value" などの値がある場
合、ダブルクォート (") を選択します。

• Records in source files can span multiple lines (ソースファイル内のレコードが複数行にまたが
ることができる): CSV ファイル内の単一のレコードが複数行にまたがることができる場合は、
このオプションを選択します。

• First line of source file contains column headers (ソースファイルの最初の行に列ヘッダーが含
まれる): CSV ファイルの最初の行にデータではなく列ヘッダーが含まれている場合は、このオ
プションを選択します。

• Parquet (Apache Parquet 列指向ストレージ)

Parquet 形式で保存されたデータに対する追加の設定はありません。
• Partition predicate (パーティション述語): データソースから読み取られたデータをパーティション

分割するには、パーティション列のみを含む Spark SQL に基づいてブール式を入力します。例:
"(year=='2020' and month=='04')"

• Advanced options： 特定のファイルに基づくデータのスキーマの検出を AWS Glue Studio にさせた
い場合は、このセクションを展開します。
• Schema inference : AWS Glue Studio にファイルを選択させる代わりに、特定のダイルを使用し

たい場合は、 オプションの 「Choose a sample file from S3」 を選択します。
• Auto-sampled file (自動サンプリングファイル): スキーマの推測に使用する Amazon S3 内のファ

イルへのパスを入力します。

データソースノードを編集中に、選択したサンプルファイルを変更する場合は、[Reload schema] 
(スキーマの再ロード) を選択して、新しいサンプルファイルを使用してスキーマを検出します。

4. [Infer schema] (スキーマを推測) ボタンをクリックして、Amazon S3 内のソースファイルからスキー
マを検出します。Amazon S3 の場所またはサンプルファイルを変更する場合は、[Infer schema] (ス
キーマを推測) を再度選択して、新しい情報を使用してスキーマを推測します。

ストリーミングデータソースの使用
Amazon Kinesis Data Streams、Apache Kafka、および Amazon Managed Streaming for Apache Kafka 
(Amazon MSK) で、ストーミングからのデータを消費し、連続的に実行されるストリーミング抽出、変
換、ロード (ETL) ジョブを作成できます。

ストリーミングデータソースのプロパティを設定するには

1. 新規または保存済みのジョブのビジュアルグラフエディタに移動します。
2. Kafka または Kinesis Data Streams のグラフでデータソースノードを選択します。
3. [Data source properties] (データソースのプロパティ) タブを選択して、次の情報を入力します。
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Kinesis

• Kinesis source type: ストリームの詳細への直接のアクセスを使うためにオプションの[Stream 
details]を選択するか、、そこに格納されている情報を使用するために[Data Catalog table] (デー
タカタログテーブル) を選択します。

[Stream details]を選択すると、以下の追加情報を指定します。
• Location of data stream：ストリームを現在のユーザーに関連付けるかどうか、または別の

ユーザーに関連付けるかどうかを選択します。
• Region: ストリームが存在する[AWS リージョン] を選択します。この情報は、データスト

リームにアクセスするための ARN を構築するために使用されます。
• Stream ARN: Kinesis Data Streams の Amazon リソースネーム (ARN)を入力します。スト

リームが現在のアカウント内にある場合は、ドロップダウンリストからストリーム名を選
択します。検索フィールドを使用して、名前、あるいは ARN でデータベースを検索できま
す。

• Data format: リストから、データストリームで使用される形式を選択します。

AWS Glue Studio は、ストリーミングデータからスキーマを自動的に検出します。

[Data Catalog table] (データカタログテーブル) を選択すると、以下の追加情報を指定します。
• Database : (オプション) ストリーミングデータソースに関連付けられたテーブルを含む AWS 

Glueデータカタログ内のデータベースを選択します。検索フィールドを使用して、名前で
データベースを検索できます。

• Table (テーブル): (オプション) ソースデータに関連付けられたテーブルをリストから選択し
ます。このテーブルは、AWS Glue のデータカタログに既に存在している必要があります。
検索フィールドを使用して、名前でテーブルを検索できます。

• Detect schema: このオプションを選択すると、スキーマの情報がデータカタログテーブル
に格納されるのではなく、AWS Glue Studio にストリーミングデータからスキーマを検出さ
せます。[Stream details] オプションを選択すると、このオプションは自動的に有効になりま
す。

• Starting position: デフォルトでは、ETL ジョブは[Earliest]オプションを使います。これは、ス
トリーム内の使用可能な最も古いレコードから始まるデータを読み取ることを意味します。代
わりに[Latest]選択することができます。これは、ETL ジョブがストリーム内の最新のレコード
の直後から読み出しを開始する必要があることを示します。

• Window size (ウィンドウサイズ): デフォルトでは、ETL ジョブ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
く到着するデータに対して集計を実行できます。ウィンドウサイズを変更することで、適時性
や集計の精度を高めることができます。

AWS Glue ストリーミングジョブでは、読み込んだデータの追跡には、ジョブのブックマーク
ではなくチェックポイントが使用されます。

• Connection options : 追加の接続オプションを指定するために、このセクションを展開して
キーバリューペアを追加します。ここで指定できるオプションの詳細については、[AWS Glue 
Developer Guide]中の 「""connectionType": "kinesis"」を参照してください。

Kafka

• Apache Kafka source: オプションの[Stream details ]を選択し、ストリームの詳細ストリーミン
グソースへの直接アクセスを使用するか、[Data Catalog table] を選択して代わりに、そこに格
納されている情報を使用します。

[Data Catalog table] を選択すると、以下の追加情報を指定します。

51

https://docs.aws.amazon.com/glue/latest/dg/aws-glue-programming-etl-connect.html#aws-glue-programming-etl-connect-kinesis


AWS Glue Studio ユーザーガイド
リファレンス:

• Database : (オプション) ストリーミングデータソースに関連付けられたテーブルを含む AWS 
Glueデータカタログ内のデータベースを選択します。検索フィールドを使用して、名前で
データベースを検索できます。

• Table (テーブル): (オプション) ソースデータに関連付けられたテーブルをリストから選択し
ます。このテーブルは、AWS Glue のデータカタログに既に存在している必要があります。
検索フィールドを使用して、名前でテーブルを検索できます。

• Detect schema : このオプションを選択し、スキーマの情報がデータカタログテーブルに格
納されるのではなく、ストリーミングデータからスキーマを AWS Glue Studio に検出させま
す。Stream details オプションを選択すると、このオプションは自動的に有効になります。

Stream detailsを選択すると、以下の追加情報を指定します。
• Connection name: Kafka データストリームのためのアクセス情報と認証情報を含む AWS 

Glue の接続を選択します。Kafka ストリーミングデータソースとの接続を使用する必要が
あります。接続が存在しない場合は、AWS Glue のコンソールを使用して Kafka データスト
リームのための接続を作成します。

• Topic name: 読み取り元のトピック名を入力します。
• Data format：Kafka イベントストリームからデータを読み取るときに使用する形式を選択し

ます。
• Starting position: デフォルトでは、ETL ジョブは[Earliest] オプションを使用します。これは、

ストリーム内の使用可能な最も古いレコードから始まるデータを読み取ることを意味します。
代わりに[Latest]選択することができます。これは、ETL ジョブがストリーム内の最新のレコー
ドの直後から読み出しを開始する必要があることを示します。

• Window size (ウィンドウサイズ): デフォルトでは、ETL ジョブ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
く到着するデータに対して集計を実行できます。ウィンドウサイズを変更することで、適時性
や集計の精度を高めることができます。

AWS Glue ストリーミングジョブでは、読み込んだデータの追跡には、ジョブのブックマーク
ではなくチェックポイントが使用されます。

• Connection options : 追加の接続オプションを指定するために、このセクションを展開して
キーバリューペアを追加します ここで指定できるオプションの詳細については、 [AWS Glue 
Developer Guide]内の「"connectionType": "kafka"」を参照してください。

Note

現在、ストリーミングデータソースでのデータのプレビューはサポートされていません。

リファレンス:
ベストプラクティス

• AWS Glue を使用して Amazon S3 から Amazon Redshift にデータを段階的にロードする ETL サービス
パイプラインを構築します。

ETL プログラミング

• AWS Glue での ETL の接続タイプとオプション
• JDBC connectionType の値
• Amazon Redshift との間でのデータ移動に関する詳細オプション
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ジョブ図のエディタへのアクセス

AWS Glue Studio での ETL ジョブの
編集

新しいジョブの作成中またはジョブの保存後、can AWS Glue Studio を使用して、ETL ジョブを変更でき
ます。これを行うには、ビジュアルエディタでノードを編集するか、デベロッパーモードでジョブスクリ
プトを編集します。ビジュアルエディタでノードを追加および削除して、より複雑な ETL ジョブを作成す
ることもできます。

トピック
• ジョブ図のエディタへのアクセス (p. 53)
• ジョブエディタの機能 (p. 53)
• AWS Glue マネージドデータ変換ノードの編集 (p. 56)
• AWS Glue カスタムビジュアル変換  (p. 89)
• データレイクフレームワークを AWS Glue Studio で使用する (p. 101)
• データターゲットノードの設定 (p. 110)
• ジョブスクリプトの編集またはアップロード (p. 113)
• ジョブ図にノードを追加する (p. 117)
• ジョブ図でノードの親ノードを変更する (p. 117)
• ジョブ図からノードを削除する (p. 118)
• AWS Glue データカタログノードにソースパラメータとターゲットパラメータを追加する  (p. 118)
• AWS Glue での Git との統合の設定 (p. 120)

ジョブ図のエディタへのアクセス
AWS Glue Studio のジョブエディタを使用して、ETL ジョブを編集します。

ジョブエディタには、次の方法でアクセスできます。

• コンソールの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) ページで、[Your 
Jobs] (ジョブ) リストからジョブを検索します。その後、次のいずれかを実行できます。
• [Name] (名前) 列でジョブの名前を選択して、そのジョブのジョブエディタを開きます。
• ジョブを選択し、[Actions] (アクション) リストから [Edit job] (ジョブの編集) を選択します。

• コンソールのナビゲーションペインで、[Monitoring] (モニタリング) を選択します。[Monitoring] (モ
ニタリング) ページで、[Job runs] (ジョブの実行) リストからジョブを検索します。ジョブの実行
ビュー (p. 152) で説明されているように、[Job runs] (ジョブの実行) リストの行をフィルタリングでき
ます。編集するジョブを選択して、[Actions] (アクション) メニューから [View job] (ジョブの表示) を選
択します。

ジョブエディタの機能
ジョブエディタでは、ジョブの作成と編集のための次の機能が提供されています。

• ジョブの視覚的な図。各ジョブタスクのノード (データを読み取るデータソースノード、データを修正
する変換ノード、データを書き込むデータターゲットノード) が示されます。
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ビジュアルジョブエディタでス
キーマのプレビューを使用する

ジョブ図では、各ノードのプロパティを表示および設定できます。また、各ノードのスキーマとサンプ
ルデータを表示することもできます。これらの機能により、ジョブを実行することなく、ジョブでデー
タが正しい方法で変更および変換されていることを確認できます。

• [Script viewing and editing] (スクリプトの表示と編集) タブ。ジョブ用に生成されたコードを変更できま
す。

• [Job details] (ジョブの詳細) タブ。さまざまな設定を行い、AWS Glue ETL ジョブの実行環境をカスタマ
イズできます。

• [Runs] (実行) タブ。現在実行中のジョブや以前実行したジョブの表示、ジョブの実行のステータスの表
示、ジョブの実行用のログへのアクセスを行えます。

• [Schedules] (スケジュール) タブ。ジョブの開始時間を設定したり、ジョブの実行を定期的に設定できま
す。

ビジュアルジョブエディタでスキーマのプレビューを
使用する
ジョブの作成中または編集中に、[Output schema] (出力スキーマ) タブをクリックして、データのスキーマ
を表示できます。

スキーマを表示するには、ジョブエディタにデータソースへのアクセス許可が必要です。エディタの [Job 
details] (ジョブの詳細) タブ、またはノードの [Output schema] (出力スキーマ) タブで IAM ロールを指定で
きます。データソースへのアクセスに必要なすべてのアクセス許可が IAM ロールにある場合は、ノードの 
[Output schema] (出力スキーマ) タブのスキーマを表示できます。

ビジュアルジョブエディタでデータのプレビューを使
用する
ジョブの作成中または編集中に、[Data preview] (データのプレビュー) タブをクリックして、データのサン
プルを表示できます。

データサンプルを表示するには、ジョブエディタにデータソースへのアクセス許可が必要です。初めて 
[Data preview] (データのプレビュー) タブを選択するとき、使用する IAM ロールを選択するよう求められ
ます。これはジョブに使用するものと同じロールでも、異なるロールでもかまいません。選択する IAM 
ロールには、データのプレビューを作成するのに必要なアクセス許可が必要です。

IAM ロールの選択後、データが表示されるまでに約 20～30 秒かかります。IAM ロールを選択するとすぐ
に、データのプレビューの使用料金が課金されます。次の機能は、データを表示する際に役立ちます。

• 設定アイコン (歯車の記号) を選択して、データのプレビューの設定を行えます。サンプルのサイズを変
更したり、テキストを 1 行から次の行に折り返すように選択できます。これらの設定は、ジョブ図のす
べてのノードに適用されます。

• [Previewing x of y fields] (X/Y フィールドのプレビュー) ボタンをクリックして、プレビューする列 
(フィールド) を選択できます。デフォルトの設定を使用してデータをプレビューすると、ジョブエディ
タにはデータセットの最初の 5 列が表示されます。これを、[show all] (すべて表示) または [none] (なし) 
(非推奨) に変更できます。

• データのプレビューウィンドウは、水平方向と垂直方向の両方にスクロールできます。
• [split/whole screen] (画面の分割/全体表示) ボタンを使用して、[Data preview] (データのプレビュー) タブ

を画面全体に展開 (ジョブグラフをオーバーレイ表示) し、データおよびデータ構造をより詳しく表示で
きます。

データのプレビューを使用することで、ジョブを繰り返し実行することなく、ジョブを作成しテストでき
ます。
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データのプレビューを使用する際の制限事項

• IAM ロールをテストして、データソースまたはデータターゲットにアクセスできることを確認できま
す。

• 変換により、意図した方法でデータが変更されていることを確認できます。例えば、フィルター変換を
使用する場合、フィルターでデータの適切なサブセットが選択されていることを確認できます。

• データセットに複数のタイプの値を持つ列が含まれている場合、データのプレビューには、これらの列
のタプルのリストが表示されます。次のスクリーンショットに示すように、各タプルには、データ型と
その値が含まれています。

データのプレビューを使用する際の制限事項
データのプレビューを使用する際、次の制約または制限事項が発生する場合があります。

• 初めて [Data preview] (データのプレビュー) タブを選択する際、IAM ロールを選択する必要がありま
す。このロールには、そのデータおよびデータのプレビューの作成に必要なその他のリソースへのアク
セス許可が必要です。

• IAM ロールを指定した後、データを表示できるようになるまでには時間がかかります。データが 1 GB 
未満のデータセットの場合、最大で 1 分かかることがあります。大きなデータセットがある場合は、
パーティションを使用してロード時間を改善する必要があります。Amazon S3 からデータを直接ロード
すると、パフォーマンスが最も良くなります。

• 非常に大きなデータセットがあり、データのプレビュー用のデータのクエリに 30 分以上かかる場合、
リクエストはタイムアウトします。また、データのプレビューを使用するために、データセットのサイ
ズを小さくすることもできます。

• デフォルトでは、[Data preview] (データのプレビュー) タブには最初の 5 つの列が表示されます。列に
データの値がない場合は、表示するデータはありませんというメッセージが表示されます。サンプリン
グされる行数を増やすか、別の列を選択してデータの値を表示できます。

• 現在、データのプレビューは、ストリーミングデータソースまたはカスタムコネクタを使用するデータ
ソースではサポートされていません。

• 1 つのノードでのエラーは、ジョブ全体に影響します。いずれかのノードでデータのプレビューのエ
ラーがある場合、エラーは修正されるまですべてのノードに表示されます。

• ジョブのデータソースを変更する場合、そのデータソースの子ノードは、新しいスキーマに合わせて更
新する必要があります。例えば、列を変更する ApplyMapping ノードがあり、その列が代替データソー
スに存在しない場合、ApplyMapping 変換ノードを更新する必要があります。
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スクリプトコードの生成

• SQL クエリ変換ノードの [Data preview] (データのプレビュー) タブを表示する際に SQL クエリで誤っ
たフィールド名が使用されている場合、[Data preview] (データのプレビュー)タブにエラーが表示されま
す。

スクリプトコードの生成
ビジュアルエディタを使用してジョブを作成する場合、ETL コードが自動的に生成されます。AWS Glue 
Studio は機能的で完全なジョブスクリプトを作成し、Amazon S3 の場所に保存します。

AWS Glue Studio によって生成されるコードには 2 つの形式があります。: オリジナルバージョン、また
はクラシックバージョン、およびより新しいストリームラインされたバージョンです。デフォルトでは、
新しいコードジェネレーターがジョブスクリプトの作成に使用されます。ジョブスクリプトは、[Generate 
classic script]トグルボタンを選択することにより、[Script]タブ上のクラシックコードジェネレーターを使
用して生成できます。

生成されたコードの新しいバージョンでは、いくつかの違いを含みます。：

• 大きなコメントブロックは、もうスクリプトに追加されなくなりました。
• コード内の出力のデータ構造は、ビジュアルエディタで指定したノー

ド名を使用します。クラススクリプトでは、出力のデータ構造は単
にDataSource0,DataSource1,Transform0,Transform1,DataSink0,DataSink1 などと名前が付
けられます。

• 長いコマンドは複数の行に分割されるため、ページ全体をスクロールしてコマンド全体を表示する必要
がなくなります。

AWS Glue Studio 中の新機能には新しいバージョンのコード生成が必要で、クラシックコードスクリプト
では動作しません。これらのジョブを実行しようとすると、これらのジョブを更新するように求められま
す。

AWS Glue マネージドデータ変換ノードの編集
AWS Glue Studio には、次の 2 種類の変換が用意されています。

• AWS Glue ネイティブ変換 - すべてのユーザーが利用でき、AWS Glue によって管理されます。
• カスタムビジュアル変換 - 自分のカスタムビジュアル変換をアップロードして、AWS Glue Studio で使

用できます。

AWS Glue マネージドデータ変換ノード
AWS Glue Studio には、データを処理するために使用できる一式の組み込み変換が用意されています。
データは、ジョブ図内のあるノードから DynamicFrame と呼ばれるデータ構造の別のノードに渡されま
す。これは、Apache Spark SQL DataFrame の拡張機能です。

事前に設定されたジョブ図では、データソースおよびデータターゲットノードの間に、Transform - 
ApplyMapping ノードを使用できます。この変換ノードを設定すると、データを修正したり、他の変換を
使用できます。

AWS Glue Studio を用いて、次のbuilt-in 変換が利用可能です。

• ApplyMapping (p. 58): データソースのデータプロパティキーをマッピングし、データターゲット中
のデータプロパティキーをデータ化します。キーの名前を変更したり、データ型を変更したり、データ
セットから削除するキーを選択できます。

• SelectFields (p. 58): 保持したいデータプロパティキーを選択します。
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• DropFields (p. 59): 削除したいデータプロパティキーを選択します。
• RenameField (p. 60): 単一のデータプロパティキーの名前を変更します。
• Spigot (p. 60):Amazon S3 バケットにデータのサンプルを書き込みます。
• Join (p. 61): 指定したデータプロパティキー上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 (p. 62): データプロパティキーを 2 つの DynamicFrames に分割します。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 (p. 63)： DynamicFrame のコレクションから を 1 つの DynamicFrames を選
択します。出力は選択された DynamicFrame です。

• [FillMissingValues (p. 64)]：欠落値があるデータセットの記録を配置し、代入によって決定された提
案値を用いた新しいフィールドを追加します。

• Filter (p. 65): フィルター条件に基づいて、データセットを 2 つに分割します。
• DropNullFields (p. 68) (p. 66): 列のすべての値が 'null' の場合、データセットから列を削除しま

す。
• SQL (p. 67):SparkSQL コードをテキスト入力フィールドに入力して、データを変換するために SQL 

クエリを使用します。出力は、単一の DynamicFrame です。
• Aggregate (p. 68): 選択したフィールドと行で計算 (平均、合計、最小、最大など) を実行し、計算さ

れた値を使って新しいフィールドを作成します。
• Flatten (p. 70): Struct 内のフィールドを最上位のフィールドに抽出します。
• UUID (p. 71): 各行にユニバーサル一意識別子を含む列を追加します。
• Identifier (p. 71): 各行に数値識別子を含む列を追加します。
• To timestamp (p. 71): 列をタイムスタンプタイプに変換します。
• Format timestamp (p. 72): タイムスタンプ列をフォーマットされた文字列に変換します。
• Conditional Router transform (p. 72): 受信データに複数の条件を適用します。受信データの行はそれ

ぞれグループフィルター条件により評価され、対応するグループに取り入れて処理されます。
• [列の連結] 変換 (p. 75): オプションのスペーサーを使用して、他の列の値を使用して新しい文字列の

列を作成します。
• [文字列の分割] 変換 (p. 76): 正規表現を使用して文字列をトークンの配列に分割し、分割方法を定義

します。
• [配列から列へ] 変換 (p. 77): 配列タイプの列の一部またはすべての要素を抽出し、新しい列に追加し

ます。
• [現在のタイムスタンプを追加] 変換 (p. 78): データが処理された時刻で行をマークします。これは、

監査目的やデータパイプラインでのレイテンシーの追跡に役立ちます。
• [行から列へのピボット] 変換 (p. 78): 選択した列の固有の値を回転させて数値列を集約し、新しい列

にします。複数の列を選択した場合、値が連結されて新しい列に名前が付けられます。
• [列から行へのアンピボット] 変換 (p. 80): 列を新しい列の値に変換し、固有の値ごとに行を生成しま

す。
• [オートバランス処理] 変換 (p. 82): データをワーカー間でより適切に再配分します。これは、データ

のバランスが取れていない場合や、ソースから取得したデータでは十分に並行処理ができない場合に役
立ちます。

• [派生列] 変換 (p. 82): 数式または SQL 式に基づいて新しい列を定義します。これらの式では、データ
内の他の列および定数やリテラルを使用できます。

• [ルックアップ] 変換 (p. 83): キーがデータ内の定義済みのルックアップ列と一致する場合、定義済み
のカタログテーブルから列を追加します。

• [配列またはマップを行に分解] 変換 (p. 84): ネストされたデータ構造から値を抽出し、操作しやすい
個々の行に値を追加します。

• Custom transform (p. 86): カスタム transforms を使用するために、テキスト入力フィールドにコード
を入力します。出力は、DynamicFrames のコレクションです。
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ロパティキーを再マッピングする

ApplyMapping を使用してデータプロパティキーを再
マッピングする
ApplyMapping 変換を使用して、ソースデータのプロパティキーを、そのターゲットデータに適切な設定
に再マッピングできます。ApplyMapping 変換ノードでは、次の操作を実行できます。

• 複数のデータプロパティキーの名前の変更。
• 新しいデータ型がサポートされており、2 つのデータ型間の変換パスがある場合、データプロパティ

キーのデータ型の変更。
• 削除するデータプロパティキーの指定によるデータプロパティキーのサブセットの選択。

必要に応じてジョブ図に ApplyMapping ノードを追加できます。例えば、追加のデータソースを変更した
り、Join (結合) 変換の後に続く場合などです。

Note

ApplyMapping 変換では、大文字と小文字は区別されません。

ApplyMapping 変換ノードをジョブ図に追加するには

1. (オプション) ビジュアルエディタの上部のツールバーで [Transform] (変換) を選択します。その後、必
要な場合は [ApplyMapping] を選択して、新しい変換をジョブ図に追加します。

2. [Node properties] (ノードのプロパティ) タブで、ジョブ図のノードの名前を入力します。ノードの親
がまだ選択されていない場合、[Node parents] (ノードの親) リストから、変換の入力ソースとして使
用するノードを選択します。

3. ノードの詳細パネルで [Transform] (変換) タブを選択します。
4. その後、入力スキーマを変更します。

• データプロパティキーの名前を変更するには、キーの新しい名前を[Target key] (ターゲットキー) 
フィールドに入力します。

• データプロパティキーのデータ型を変更するには、[Data type] (データ型) リストから、新しいデー
タ型を選択します。

• ターゲットスキーマからデータプロパティキーを削除するには、そのキーの [Drop] (削除) チェック
ボックスをオンにします。

5. (オプション) 変換ノードのプロパティを設定した後、ノードの詳細パネルの [Output schema] (出力ス
キーマ) タブを選択して、データ用に変更されたスキーマを表示できます。ジョブ内の任意のノード
に対してこのタブを初めて選択すると、データにアクセスする IAM ロールを指定するよう求められま
す。[Job details] (ジョブの詳細) タブで IAM ロールをまだ指定していない場合、ここで IAM ロールを
入力するよう求められます。

6. (オプション) ノードおよび変換のプロパティを設定した後、ノードの詳細パネルの [Data preview] 
(データのプレビュー) タブを選択して、変更されたデータセットをプレビューできます。ジョブ内の
任意のノードに対してこのタブを初めて選択すると、データにアクセスする IAM ロールを指定するよ
う求められます。この機能を使用するには費用がかかり、IAM ロールを指定するとすぐに請求が開始
します。

SelectFields を使用して大多数のデータプロパティ
キーを削除する
SelectFields 変換を使用して、データセットからデータプロパティキーのサブセットを作成できます。保
持するデータプロパティキーを指定します。残りはデータセットから削除されます。
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データプロパティキーを保持する

Note

SelectFields 変換では、大文字と小文字が区別されます。大文字と小文字を区別しない方法で
フィールドを選択する必要がある場合は、ApplyMapping を使用します。

SelectFields 変換ノードをジョブ図に追加するには

1. (オプション) ビジュアルエディタの上部のツールバーで [Transform] (変換) を選択します。その後、必
要な場合は [SelectFields] を選択して、新しい変換をジョブ図に追加します。

2. [Node properties] (ノードのプロパティ) タブで、ジョブ図のノードの名前を入力します。ノードの親
がまだ選択されていない場合は、[Node parents] (ノードの親) リストから、変換の入力ソースとして
使用するノードを選択します。

3. ノードの詳細パネルで [Transform] (変換) タブを選択します。
4. 見出し [SelectFields] の下にある、保持するデータセット内のデータプロパティキーを選択します。選

択されていないデータプロパティキーは、データセットから削除されます。

列見出し [Field] (フィールド) の横にあるチェックボックスをオンにして、データセット内のすべての
データプロパティキーを自動的に選択することもできます。その後、個々のデータプロパティキーの
選択を解除して、それらをデータセットから削除できます。

5. (オプション) 変換ノードのプロパティを設定した後、ノードの詳細パネルの [Output schema] (出力ス
キーマ) タブを選択して、データ用に変更されたスキーマを表示できます。ジョブ内の任意のノード
に対してこのタブを初めて選択すると、データにアクセスする IAM ロールを指定するよう求められま
す。[Job details] (ジョブの詳細) タブで IAM ロールをまだ指定していない場合、ここで IAM ロールを
入力するよう求められます。

6. (オプション) ノードおよび変換のプロパティを設定した後、ノードの詳細パネルの [Data preview] 
(データのプレビュー) タブを選択して、変更されたデータセットをプレビューできます。ジョブ内の
任意のノードに対してこのタブを初めて選択すると、データにアクセスする IAM ロールを指定するよ
う求められます。この機能を使用するには費用がかかり、IAM ロールを指定するとすぐに請求が開始
します。

DropFields を使用して大多数のデータプロパティキー
を保持する
DropFields 変換を使用して、データセットからデータプロパティキーのサブセットを作成できます。デー
タセットから削除するデータプロパティキーを指定します。残りのキーは保持されます。

Note

DropFields 変換では、大文字と小文字が区別されます。大文字と小文字を区別しない方法で
フィールドを選択する必要がある場合は、ApplyMapping を使用します。

ジョブ図に DropFields 変換ノードを追加するには

1. (オプション) ビジュアルエディタの上部のツールバーで [Transform] (変換) を選択します。その後、必
要な場合は [DropFields] を選択して、新しい変換をジョブ図に追加します。

2. [Node properties] (ノードのプロパティ) タブで、ジョブ図のノードの名前を入力します。ノードの親
がまだ選択されていない場合は、[Node parents] (ノードの親) リストから、変換の入力ソースとして
使用するノードを選択します。

3. ノードの詳細パネルで [Transform] (変換) タブを選択します。
4. 見出し [DropFields] の下で、データソースから削除するデータプロパティキーを選択します。

列見出し [Field] (フィールド) の横にあるチェックボックスをオンにして、データセット内のすべての
データプロパティキーを自動的に選択することもできます。その後、個々のデータプロパティキーの
選択を解除して、それらをデータセット内に保持できます。
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5. (オプション) 変換ノードのプロパティを設定した後、ノードの詳細パネルの [Output schema] (出力ス
キーマ) タブを選択して、データ用に変更されたスキーマを表示できます。ジョブ内の任意のノード
に対してこのタブを初めて選択すると、データにアクセスする IAM ロールを指定するよう求められま
す。[Job details] (ジョブの詳細) タブで IAM ロールをまだ指定していない場合、ここで IAM ロールを
入力するよう求められます。

6. (オプション) ノードおよび変換のプロパティを設定した後、ノードの詳細パネルの [Data preview] 
(データのプレビュー) タブを選択して、変更されたデータセットをプレビューできます。ジョブ内の
任意のノードに対してこのタブを初めて選択すると、データにアクセスする IAM ロールを指定するよ
う求められます。この機能を使用するには費用がかかり、IAM ロールを指定するとすぐに請求が開始
します。

データセット内のフィールドの名前を変更する
RenameField 変換を使用して、データセット内の個々のプロパティキーの名前を変更します。

Note

RenameField 変換では、大文字と小文字が区別されます。大文字と小文字を区別しないで変換す
る必要がある場合は、ApplyMapping を使用します。

Tip

ApplyMapping 変換では、一度の変換でデータセット内の複数のデータプロパティキーの名前を変
更できます。

RenameField 変換ノードをジョブ図に追加するには

1. (オプション) ビジュアルエディタの上部のツールバーで [Transform] (変換) を選択します。その後、必
要な場合は [RenameField] を選択して、新しい変換をジョブ図に追加します。

2. [Node properties] (ノードのプロパティ) タブで、ジョブ図のノードの名前を入力します。ノードの親
がまだ選択されていない場合は、[Node parents] (ノードの親) リストから、変換の入力ソースとして
使用するノードを選択します。

3. [Transform] (変換) タブを選択します。
4. 見出し [Data field] (データフィールド) の下で、ソースデータからプロパティキーを選択し、その後 

[New field name] (新しいフィールド名) フィールドに新しい名前を入力します。
5. (オプション) 変換ノードのプロパティを設定した後、ノードの詳細パネルの [Output schema] (出力ス

キーマ) タブを選択して、データ用に変更されたスキーマを表示できます。ジョブ内の任意のノード
に対してこのタブを初めて選択すると、データにアクセスする IAM ロールを指定するよう求められま
す。[Job details] (ジョブの詳細) タブで IAM ロールをまだ指定していない場合、ここで IAM ロールを
入力するよう求められます。

6. (オプション) ノードおよび変換のプロパティを設定した後、ノードの詳細パネルの [Data preview] 
(データのプレビュー) タブを選択して、変更されたデータセットをプレビューできます。ジョブ内の
任意のノードに対してこのタブを初めて選択すると、データにアクセスする IAM ロールを指定するよ
う求められます。この機能を使用するには費用がかかり、IAM ロールを指定するとすぐに請求が開始
します。

Spigot を使用してデータセットをサンプリングする
ジョブで実行される変換をテストするには、データのサンプルを取得して、変換が意図したとおりに機能
することを確認します。Spigot 変換では、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。データのサンプリングには、ファイルの最初からの特定のレコー
ド数、またはレコードの選択に使用される確率係数を使用します。
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Spigot 変換ノードをジョブ図に追加するには

1. (オプション) ビジュアルエディタの上部のツールバーで [Transform] (変換) を選択します。その後、必
要な場合は [Spigot] を選択して、新しい変換をジョブ図に追加します。

2. [Node properties] (ノードのプロパティ) タブで、ジョブ図のノードの名前を入力します。ノードの親
がまだ選択されていない場合は、[Node parents] (ノードの親) リストから、変換の入力ソースとして
使用するノードを選択します。

3. ノードの詳細パネルで [Transform] (変換) タブを選択します。
4. Amazon S3 パスを入力するか、[Browse S3] (S3 をブラウズ) を選択して、Amazon S3 内の場所を選

択します。これは、ジョブによりデータサンプルを含む JSON ファイルが書き込まれる場所です。
5. サンプリング方法に関する情報を入力します。データセットの最初から書き込むレコード数の値、お

よび任意のレコードを選択する確率のしきい値 (最大値が 1 の 10 進値として入力) を指定できます。

例えば、データセットから最初の 50 レコードを書き込むには、レコード数を 50、確率のしきい値を 
1 (100%) に設定します。

データセットの結合
結合 変換を使用すると、2 つのデータセットを 1 つに結合できます。比較する各データセットのスキー
マのキー名を指定します。出力 DynamicFrame には、キーが結合条件を満たす行が含まれます。結合
条件を満たす各データセットの行は、いずれかのデータセット内で見つかったすべての列を含む出力
DynamicFrame の単一の行に結合されます。

Join (結合) 変換ノードをジョブ図に追加するには

1. 使用可能なデータソースが 1 つしかない場合は、新しいデータソースノードをジョブ図に追加する必
要があります。詳細については、「ジョブ図にノードを追加する (p. 117)」を参照してください。

2. 結合するソースノードを 1 つ選択します。ビジュアルエディタの上部のツールバーで [Transform] (変
換) を選択します。その後 [Join] (結合) を選択して、新しい変換をジョブ図に追加します。

3. [Node properties] (ノードのプロパティ) タブで、ジョブ図のノードの名前を入力します。
4. [Node properties] (ノードのプロパティ) タブの、見出し [Node parents] (ノードの親) の下で、結合の

入力を提供するデータセットが 2 つ存在するように親ノードを追加します。親ノードは、データソー
スノードまたは変換ノードです。

Note

結合すると、親ノードを 2 つだけ持つことができます。
5. [Transform] (変換) タブを選択します。

競合するキー名があることを示すメッセージが表示された場合は、次のいずれかの操作を行います。

• [Resolve it] (解決する) を選択して、ApplyMapping 変換ノードをジョブ図に自動的に追加しま
す。ApplyMapping ノードにより、他のデータセットのキーと同じ名前を持つデータセット内の
キーにプレフィックスが追加されます。例えば、デフォルト値 right を使用している場合、左側の
データセットと同じキー名を持つ右側のデータセットのキー名は (right)key name に変更されま
す。

• ジョブ図に変換ノードを早期に手動で追加して、競合するキーを削除するか、名前を変更できま
す。

6. [Join type] (結合タイプ) のリストで、結合のタイプを選択します。

• Inner join (内部結合): 結合条件に基づくすべての一致に対して、両方のデータセットの列を含む行を
返します。結合条件を満たさない行は返されません。

• Left join (左結合): 左側のデータセットのすべての行と、結合条件を満たす右側のデータセットの行
の結合です。

61



AWS Glue Studio ユーザーガイド
SplitFields を使用してデータセットを 2 つに分割する

• Right join (右結合): 右側のデータセットのすべての行と、結合条件を満たす左側のデータセットの
行の結合です。

• Outer join (外部結合): 両方のデータセットのすべての行の結合です。
• Left semi join (左半結合): 右側のデータセットで結合条件に基づく一致がある、左側のデータセット

のすべての行の結合です。
• Left anti join (左反結合): 右側のデータセットで結合条件に基づく一致がない、左側のデータセット

のすべての行の結合です。
7. [Transform] (変換) タブで、見出し [Join conditions] (結合条件) の下にある、[Add condition] (条件の追

加)を選択します。比較する各データセットからプロパティキーを選択します。比較演算子の左側にあ
るプロパティキーを左側のデータセット、右側にあるプロパティキーを右側のデータセットと呼びま
す。

より複雑な結合条件の場合、[Add condition] (条件の追加) を複数回クリックして、他の一致するキー
を追加できます。誤って条件を追加した場合は、削除アイコン ( ) をクリックして削除できます。

8. (オプション) 変換ノードのプロパティを設定した後、ノードの詳細パネルの [Output schema] (出力ス
キーマ) タブを選択して、データ用に変更されたスキーマを表示できます。ジョブ内の任意のノード
に対してこのタブを初めて選択すると、データにアクセスする IAM ロールを指定するよう求められま
す。[Job details] (ジョブの詳細) タブで IAM ロールをまだ指定していない場合、ここで IAM ロールを
入力するよう求められます。

9. (オプション) ノードおよび変換のプロパティを設定した後、ノードの詳細パネルの [Data preview] 
(データのプレビュー) タブを選択して、変更されたデータセットをプレビューできます。ジョブ内の
任意のノードに対してこのタブを初めて選択すると、データにアクセスする IAM ロールを指定するよ
う求められます。この機能を使用するには費用がかかり、IAM ロールを指定するとすぐに請求が開始
します。

結合出力スキーマの例では、次のプロパティキーを持つ 2 つのデータセット間の結合を検討します。

Left: {id, dept, hire_date, salary, employment_status}
Right: {id, first_name, last_name, hire_date, title}

結合は、= 比較演算子を使用して、id および hire_date キーで一致するように設定されます。

両方のデータセットに id および hire_date キーが含まれているため、[Resolve it] (解決する) を選択し
て、右側のデータセットのキーにプレフィックス right が自動で追加されるようにします。

出力スキーマのキーは次のようになります。

{id, dept, hire_date, salary, employment_status,  
(right)id, first_name, last_name, (right)hire_date, title}

SplitFields を使用してデータセットを 2 つに分割する
SplitFields 変換を使用すると、入力データセット内のデータプロパティキーをいくつか選択し、それらを 
1 つのデータセットに配置したり、選択されていないキーを別のデータセットに配置できます。この変換
からの出力は、DynamicFrames のコレクションです。

Note

出力をターゲットの場所に送信するには、SelectFromCollection 変換を使用し
て、DynamicFrames のコレクションを単一の DynamicFrame に変換する必要があります。

SplitFields 変換では、大文字と小文字が区別されます。大文字と小文字を区別しないプロパティキー名が
必要な場合は、ApplyMapping 変換を親ノードとして追加します。
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SplitFields 変換ノードをジョブ図に追加するには

1. (オプション) ビジュアルエディタの上部のツールバーで [Transform] (変換) を選択します。その後、必
要な場合は [SplitFields] を選択して、新しい変換をジョブ図に追加します。

2. [Node properties] (ノードのプロパティ) タブで、ジョブ図のノードの名前を入力します。ノードの親
がまだ選択されていない場合は、[Node parents] (ノードの親) リストから、変換の入力ソースとして
使用するノードを選択します。

3. [Transform] (変換) タブを選択します。
4. 最初のデータセットに入れるプロパティキーを選択します。選択しなかったキーは、2 番目のデータ

セットに配置されます。
5. (オプション) 変換ノードのプロパティを設定した後、ノードの詳細パネルの [Output schema] (出力ス

キーマ) タブを選択して、データ用に変更されたスキーマを表示できます。ジョブ内の任意のノード
に対してこのタブを初めて選択すると、データにアクセスする IAM ロールを指定するよう求められま
す。[Job details] (ジョブの詳細) タブで IAM ロールをまだ指定していない場合、ここで IAM ロールを
入力するよう求められます。

6. (オプション) ノードおよび変換のプロパティを設定した後、ノードの詳細パネルの [Data preview] 
(データのプレビュー) タブを選択して、変更されたデータセットをプレビューできます。ジョブ内の
任意のノードに対してこのタブを初めて選択すると、データにアクセスする IAM ロールを指定するよ
う求められます。この機能を使用するには費用がかかり、IAM ロールを指定するとすぐに請求が開始
します。

7. SelectFromCollection 変換ノードを設定して、結果のデータセットを処理します。

SelectFromCollection 変換の概要
SplitFields のように、単一ではなく、複数のデータセットが出力される変換もありま
す。SelectFromCollection 変換では、データセットのコレクション (DynamicFrames の配列) から、1 つ
のデータセット (DynamicFrame) が選択されます。変換の出力は、選択された DynamicFrame です。

この変換は、次のような DynamicFrames のコレクションを作成する変換を使用した後に使用する必要が
あります。

• カスタムコード変換
• SplitFields

変換後に SelectFromCollection 変換ノードをジョブ図に追加しないと、ジョブでエラーが発生します。

この変換の親ノードは、DynamicFrames のコレクションを返すノードである必要があります。この変換
ノードに、Join (結合) 変換などの単一の DynamicFrame を返す親ノードを選択すると、ジョブによりエ
ラーが返されます。

同様に、ジョブ図の SelectFromCollection ノードを、入力として単一の DynamicFrame を想定している
変換の親ノードとして使用する場合、ジョブによりエラーが返されます。
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SelectFromCollection を使用して保持するデータセッ
トを選択する
SelectFromCollection 変換を使用して、DynamicFrames のコレクションを単一の DynamicFrame に変換
できます。

SelectFromCollection 変換ノードをジョブ図に追加するには

1. (オプション) ビジュアルエディタの上部のツールバーで [Transform] (変換) を選択します。その後、必
要な場合は [SelectFromCollection] を選択して、新しい変換をジョブ図に追加します。

2. [Node properties] (ノードのプロパティ) タブで、ジョブ図のノードの名前を入力します。ノードの親
がまだ選択されていない場合は、[Node parents] (ノードの親) リストから、変換の入力ソースとして
使用するノードを選択します。

3. [Transform] (変換) タブを選択します。
4. 見出し [Frame index] (フレームインデックス)の下で、DynamicFrames のコレクションから選択する

DynamicFrame に対応する配列のインデックス番号を選択します。

例えば、この変換の親ノードが SplitFields 変換である場合、そのノードの [Output schema] (出力ス
キーマ) タブで各 DynamicFrame のスキーマを表示できます。[出力 2] のスキーマに関連付けられて
いる DynamicFrame を保持する場合、フレームインデックスの値は 1 を選択します。これは、リス
トの 2 番目の値です。

選択した DynamicFrame だけが出力に含まれます。
5. (オプション) 変換ノードのプロパティを設定した後、ノードの詳細パネルの [Output schema] (出力ス

キーマ) タブを選択して、データ用に変更されたスキーマを表示できます。ジョブ内の任意のノード
に対してこのタブを初めて選択すると、データにアクセスする IAM ロールを指定するよう求められま
す。[Job details] (ジョブの詳細) タブで IAM ロールをまだ指定していない場合、ここで IAM ロールを
入力するよう求められます。

6. (オプション) ノードおよび変換のプロパティを設定した後、ノードの詳細パネルの [Data preview] 
(データのプレビュー) タブを選択して、変更されたデータセットをプレビューできます。ジョブ内の
任意のノードに対してこのタブを初めて選択すると、データにアクセスする IAM ロールを指定するよ
う求められます。この機能を使用するには費用がかかり、IAM ロールを指定するとすぐに請求が開始
します。

データセット内の欠落値を検索して埋める
FillMissingValues 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 (ML) モデル
のトレーニングに使用されます。増分のデータセットを使用する場合、増分の各セットが ML モデルのト
レーニングデータとして使用されるため、結果はそれほど正確ではない可能性があります。

ジョブ図で FillMissingValues 変換ノードを使用するには

1. (オプション) ビジュアルエディタの上部のツールバーで [Transform] (変換) を選択します。その後、必
要な場合は [FillMissingValues] を選択して、新しい変換をジョブ図に追加します。

2. [Node properties] (ノードのプロパティ) タブで、ジョブ図のノードの名前を入力します。ノードの親
がまだ選択されていない場合、[Node parents] (ノードの親) リストから、変換の入力ソースとして使
用するノードを選択します。

3. [Transform] (変換) タブを選択します。
4. [Data field] (データフィールド) で、欠落値を分析するソースデータから、列名またはフィールド名を

選択します。
5. (オプション) [New field name] (新しいフィールド名) フィールドに、フィールドの名前を入力します。

このフィールドは、分析したフィールドの推定置換値を保持する各レコードに追加されます。分析し
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たフィールドに欠落値がない場合、その分析したフィールドの値が新しいフィールドにコピーされま
す。

フィールドの名前を指定しない場合、デフォルトの名前は、分析した列に _filled を追加した名前
になります。例えば、[Data field] (データフィールド) に「Age」と入力し、[New field name] (新しい
フィールド名) に値を指定しない場合、Age_filled という名前の新しいフィードが各レコードに追
加されます。

6. (オプション) 変換ノードのプロパティを設定した後、ノードの詳細パネルの [Output schema] (出力ス
キーマ) タブを選択して、データ用に変更されたスキーマを表示できます。ジョブ内の任意のノード
に対してこのタブを初めて選択すると、データにアクセスする IAM ロールを指定するよう求められま
す。[Job details] (ジョブの詳細) タブで IAM ロールをまだ指定していない場合、ここで IAM ロールを
入力するよう求められます。

7. (オプション) ノードおよび変換のプロパティを設定した後、ノードの詳細パネルの [Data preview] 
(データのプレビュー) タブを選択して、変更されたデータセットをプレビューできます。ジョブ内の
任意のノードに対してこのタブを初めて選択すると、データにアクセスする IAM ロールを指定するよ
う求められます。この機能を使用するには費用がかかり、IAM ロールを指定するとすぐに請求が開始
します。

データセット内のキーのフィルタリング
フィルター変換を使用して、正規表現に基づいて入力データセットのレコードをフィルタリングすること
で、新しいデータセットを作成できます。フィルター条件を満たさない行は、出力から削除されます。

• 文字列のデータ型の場合、キー値と指定された文字列が一致する行をフィルタリングできます。
• 数値のデータ型の場合、比較演算子 <、>、=、!=、<=、>= を使用してキー値と指定された値を比較す

ることで、行をフィルタリングできます。

複数のフィルター条件を指定した場合、デフォルトでは AND 演算子を使用して結果が結合されますが、代
わりに OR を使用することもできます。

フィルター変換では、大文字と小文字が区別されます。大文字と小文字を区別しないプロパティキー名が
必要な場合は、ApplyMapping 変換を親ノードとして追加します。

フィルター変換ノードをジョブ図に追加するには

1. (オプション) ビジュアルエディタの上部のツールバーで [Transform] (変換) を選択します。その後、必
要な場合は [Filter] (フィルター) を選択して、新しい変換をジョブ図に追加します。

2. [Node properties] (ノードのプロパティ) タブで、ジョブ図のノードの名前を入力します。ノードの親
がまだ選択されていない場合は、[Node parents] (ノードの親) リストから、変換の入力ソースとして
使用するノードを選択します。

3. [Transform] (変換) タブを選択します。
4. [Global AND] または [Global OR] を選択します。これにより、複数のフィルター条件の結合方法が決

定します。すべての条件は、AND または OR オペレーションで結合されます。フィルター条件が 1 つ
しかない場合は、どちらかを選択できます。

5. [Filter condition] (フィルター条件) セクションで [Add condition] (条件の追加) ボタンをクリックして、
フィルター条件を追加します。

[Key] (キー) フィールドで、データセットからプロパティキー名を選択します。[Operation] (オペレー
ション) フィールドで、比較演算子を選択します。[Value] (値) フィールドに、比較値を入力します。
フィルター条件のいくつかの例を次に示します。

• year >= 2018

• State matches 'CA*'

65



AWS Glue Studio ユーザーガイド
NULL 値を持つフィールドを削除するDropNullFields の使用

文字列の値をフィルタリングする場合は、比較値に、ジョブのプロパティ (Python または Scala) で選
択したスクリプト言語と一致する正規表現の形式が使用されていることを確認します。

6. 必要に応じて、他のフィルター条件を追加します。
7. (オプション) 変換ノードのプロパティを設定した後、ノードの詳細パネルの [Output schema] (出力ス

キーマ) タブを選択して、データ用に変更されたスキーマを表示できます。ジョブ内の任意のノード
に対してこのタブを初めて選択すると、データにアクセスする IAM ロールを指定するよう求められま
す。[Job details] (ジョブの詳細) タブで IAM ロールをまだ指定していない場合、ここで IAM ロールを
入力するよう求められます。

8. (オプション) ノードおよび変換のプロパティを設定した後、ノードの詳細パネルの [Data preview] 
(データのプレビュー) タブを選択して、変更されたデータセットをプレビューできます。ジョブ内の
任意のノードに対してこのタブを初めて選択すると、データにアクセスする IAM ロールを指定するよ
う求められます。この機能を使用するには費用がかかり、IAM ロールを指定するとすぐに請求が開始
します。

NULL 値を持つフィールドを削除するDropNullFields 
の使用
フィールド内のすべての値が 'null' の場合、[DropNullFields]transform を使用し、データセットからフィー
ルドを削除します。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”の列、-1 の整数、または 0 などのプレースホルダなどでは、自動的に「null」として認識されま
せん。

DropNullFields を使用するには

1. ジョブダイアグラムに DropNullFields ノードを追加します。
2. [Node properties]タブで、NULL 値を表す追加の値を選択します。値を選択しないか、すべての値を選

択するかを選択できます。

• 空の文字列("" or '') －空の文字列を含むフィールドは削除されます。
• "null string"-単語「null」の文字列を含むフィールドは削除されます。
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• a-1 (負の 1) integerを含む-1 整数 - フィールドは削除されます。
3. 必要に応じて、カスタム NULL 値を指定することもできます。これらは、データセットに一意である

可能性がある NULL 値です。カスタム NULL 値を追加するには、[Add new value]を選択します。
4. カスタム Null 値を入力します。たとえば、ゼロを指定したり、データセット内の NULL を表すために

使用されている任意の値を指定できます。
5. ドロップダウンフィールドでデータタイプを選択します。データ型は、文字列または整数のいずれか

です。

Note

カスタムの NULL 値とそのデータ型は、フィールドが NULL 値として認識され、フィールド
を削除するために、正確に一致する必要があります。カスタムの NULL 値のみが一致してい
るがデータ型が一致しない部分的な一致については、フィールドが削除されません。

SQL クエリを使用してデータを変換する
[SQL] 変換を使用して、SQL クエリの形式で独自の変換を記述できます。

SQL 変換ノードでは、入力として複数のデータセットを持つことができますが、出力として生成される
データセットは 1 つだけです。これには、Apache SparkSQL クエリを入力するテキストフィールドが含
まれています。入力として使用する各データセットにエイリアスを割り当てることで、SQL クエリを簡単
に実行できます。SQL 構文の詳細については、Spark SQL ドキュメントを参照してください。

Note

VPC にあるデータソースで Spark SQL 変換を使用する場合は、AWS Glue VPC エンドポイ
ントを、データソースを含む VPC に追加します。開発エンドポイントの設定の詳細について
は、AWS Glue デベロッパーガイドの「Adding a Development Endpoint」、「Setting Up Your 
Environment for Development Endpoints」、「Accessing Your Development Endpoint」を参照し
てください。

ジョブ図で SQL 変換ノードを使用するには

1. (オプション) 必要な場合、ジョブ図に変換ノードを追加します。ノードタイプを [Spark SQL] に設定
します。

2. [Node properties] (ノードのプロパティ) タブで、ジョブ図のノードの名前を入力します。ノードの親
がまだ選択されていない場合、または SQL 変換に複数の入力が必要な場合は、[Node parents] (ノー
ドの親) リストから、変換の入力ソースとして使用するノードを選択します。必要な場合、他の親
ノードを追加します。

3. ノードの詳細パネルで [Transform] (変換) タブを選択します。
4. SQL クエリのソースデータセットは、各ノードの [Name] (名前) フィールドで指定する名前により識

別されます。これらの名前を使用しない場合、または名前が SQL クエリに適していない場合は、各
データセットに名前を関連付けることができます。コンソールでは、MyDataSource などのデフォル
トのエイリアスが提供されています。
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例えば、SQL 変換ノードの親ノードの名前が Rename Org PK field の場合、このデータセットに
org_table という名前を関連付けることができます。その後、このエイリアスをノード名の代わり
に SQL クエリで使用できます。

5. 見出し [Code block] (コードブロック) の下にある テキスト入力フィールドで、SQL クエリを貼り付け
るか、入力します。テキストフィールドには、SQL 構文のハイライトとキーワードの候補が表示され
ます。

6. SQL 変換ノードを選択した状態で、[Output schema] (出力スキーマ) タブを選択してから、[Edit] (編
集) を選択します。SQL クエリの出力フィールドを示す、列とデータ型を指定します。

そのページの [Output schema] (出力スキーマ) セクションにある次のアクションを使用して、スキー
マを指定します。

• 列の名前を変更するには、その列の [Key] (キー) テキストボックス ([field] (フィールド) または 
[property key] (プロパティキー) とも示されます) にカーソルを置き、新しい名前を入力します。

• 列のデータ型を変更するには、ドロップダウンリストから列の新しいデータ型を選択します。
• トップレベルの新しい列をスキーマに追加するには、[Overflow] (オーバーフロー) ( ) ボタンを選

択して、[Add root key] (ルートキーの追加) をクリックします。新しい列がスキーマの先頭に追加さ
れます。

• スキーマから列を削除するには、キー名の右端にある削除アイコン ( ) をクリックします。
7. 出力スキーマの指定が完了したら、[Apply] (適用) を選択して変更を保存し、スキーマエディタを終了

します。変更を保存しない場合は、[Cancel] (キャンセル) を選択して、スキーマエディタを編集しま
す。

8. (オプション) ノードおよび変換のプロパティを設定した後、ノードの詳細パネルの [Data preview] 
(データのプレビュー) タブを選択して、変更されたデータセットをプレビューできます。ジョブ内の
任意のノードに対してこのタブを初めて選択すると、データにアクセスする IAM ロールを指定するよ
う求められます。この機能を使用するには費用がかかり、IAM ロールを指定するとすぐに請求が開始
します。

[集計] を使用して選択したフィールドに対して集約計
算を実行する
Aggregate transform を使用するには

1. Aggregate ノードをジョブダイアグラムに追加します。
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2. Node propertiesタブ上で、ドロップダウンフィールド (オプション) を選択して、一緒にグループ化す
るフィールドを選択します。一度に複数のフィールドを選択するか、検索バーに入力してフィールド
名を検索できます。

フィールドを選択すると、名前とデータ型が表示されます。フィールドを削除するには、フィールド
で [X] を選択します。

3. [Aggregate another column]を選択します。少なくとも 1 つのフィールドを選択する必要があります。
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4. [Field to aggregate]ドロップダウン中のフィールドを選択します。
5. 選択したフィールドに適用する集計関数を選択します：

• avg-平均を計算します。
• CountDistinct-一意の非ヌル値の数を計算します。
• count-非 null 値の数を計算します。
• first-「グループ別」の基準を満たす最初の値を返します。
• last-「グループ別」の基準を満たす最後の値を返します。
• kurtosis-周波数ディストリビューション曲線のピークのシャープネスを計算します。
• max-「グループ別」の基準を満たす最高値を返します。
• min-「グループ別」の基準を満たす最小値を返します。
• skewness-正規ディストリビューションの確率ディストリビューションの非対称性の尺度
• stddev_pop-母標準偏差を計算し、母分散の平方根を返します。
• sum-グループ内のすべての値の合計
• sumDistinct-グループ内の個別の値の合計
• var_samp-グループのサンプル分散 (ヌルは無視されます)
• var_pop-グループの母分散 (ヌルは無視されます)

ネストされた Struct のフラット化
データ内のネストされた Struct のフィールドをフラット化し、最上位のフィールドにします。新しい
フィールドの名前には、そこに届く Struct フィールドの名前が接頭辞として付いたフィールド名が、ドッ
トで区切られて使用されます。

例えば、データに「phone_numbers」という Struct 型のフィールドがあり、他のフィールドでの
「home_phone」という名前の Struct 型の 1 つとともに、「country_code」および「number」とい
う 2 つのフィールドを伴っているとします。フラット化されると、この 2 つのフィールドはそれぞれ
「phone_numbers.home_phone.country_code」および「phone_numbers.home_phone.number」という名
前の最上位のフィールドになります。

フラット化された変換ノードをジョブ図に追加するには

1. ビジュアルエディタの上部のツールバーで [Transform] (変換) を選択します。その後 [Flatten] (フラッ
ト化) を選択して、新しい変換をジョブ図に追加します。ノードを追加する際に選択したノードが、
その親になります。

2. (オプション) [Node properties] (ノードのプロパティ) タブで、ジョブ図にノードの名前を入力できま
す。ノードの親がまだ選択されていない場合は、[Node parents] (ノードの親) リストから、変換の入
力ソースとして使用するノードを選択します。

3. (オプション) [Transform] (変換) タブでは、フラット化するネストレベルの上限を設定できます。例え
ばその値を 1 に設定すると、最上位の Struct のみをフラット化できます。上限を 2 に設定すると、最
上位とその次の Struct をフラット化できます。
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UUID カラムを追加する
UUID (ユニバーサル一意識別子) 列を追加すると、各行に 36 字の一意の文字列が割り当てられます。

UUID 変換ノードをジョブ図に追加するには

1. ビジュアルエディタの上部のツールバーで [Transform] (変換) を選択し、次に [UUID] を選択して、新
しい変換をジョブ図に追加します。ノードを追加する際に選択したノードが、その親になります。

2. (オプション) [Node properties] (ノードのプロパティ) タブで、ジョブ図にノードの名前を入力できま
す。ノードの親がまだ選択されていない場合は、[Node parents] (ノードの親) リストから、変換の入
力ソースとして使用するノードを選択します。

3. (オプション) 新しい列の名前は [Transform] (変換) タブでカスタマイズできます。デフォルトでは
「uuid」という名前が付けられます。

識別子列を追加する
データセット内の各行に数値識別子を割り当てます。

ジョブ図に識別子変換ノードを追加するには

1. ビジュアルエディタの上部のツールバーで [Transform] (変換) を選択し、次に [Identifier] (識別子) を選
択して新しい変換をジョブ図に追加します。ノードを追加する際に選択したノードが、その親になり
ます。

2. (オプション) [Node properties] (ノードのプロパティ) タブで、ジョブ図にノードの名前を入力できま
す。ノードの親がまだ選択されていない場合は、[Node parents] (ノードの親) リストから、変換の入
力ソースとして使用するノードを選択します。

3. (オプション) 新しい列の名前は [Transform] (変換) タブでカスタマイズできます。デフォルトでは、
「id」という名前が付けられます。

4. (オプション) ジョブがデータを段階的に処理して保存する場合は、ジョブの実行時に同じ ID が再利用
されないよう注意する必要があります。

[Transform] (変換) タブで、チェックボックスのオプション [unique] (一意) をチェックします。これで
識別子にジョブのタイムスタンプが追加されるため、複数の実行間で一意になります。数字を増やせ
るようにするには、long の代わりに列を 10 進数にします。

列をタイムスタンプタイプに変換する
To timestamp 変換を使用すると、数値または文字列の列のデータ型をタイムスタンプに変更できます。こ
れで、そのデータ型で保存したり、タイムスタンプを必要とする他の変換に適用したりできるようになり
ます。

To timestamp 変換ノードをジョブ図に追加するには

1. ビジュアルエディタの上部のツールバーで [Transform] (変換) を選択し、次に [To timestamp] を選択
して、新しい変換をジョブ図に追加します。ノードを追加する際に選択したノードが、その親になり
ます。

2. (オプション) [Node properties] (ノードのプロパティ) タブで、ジョブ図にノードの名前を入力できま
す。ノードの親がまだ選択されていない場合は、[Node parents] (ノードの親) リストから、変換の入
力ソースとして使用するノードを選択します。

3. [Transform] (変換) タブで、変換する列の名前を入力します。
4. [Transform] (変換) タブで、タイプを選択し、選択した列の解析方法を定義します。
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値が数値の場合は、秒 (Unix/Python タイムスタンプ)、ミリ秒、マイクロ秒のいずれかで表すことがで
きます。その際は対応するオプションを選択します。

値がフォーマットされた文字列の場合は、「iso」タイプを選択します。文字列は ISO 形式のいずれか
に準拠している必要があります (例:「2022-11-02T14:40:59.915Z」)。

この時点でタイプが不明な場合や、行によってタイプが異なる場合は、[autodetect] (自動検出) を選択
すると、システムが最小限の実行コストでベストな推測を行います。

5. (オプション) [Transform] タブでは、選択した列を変換する代わりに、新しい列の名前を入力すれば、
新しい列を作成し、元の列を残すことができます。

タイムスタンプ列をフォーマットされた文字列に変換
する
タイムスタンプ列をパターンに基づいた文字列にフォーマットします。Format timestamp を使用すると、
日付と時刻を希望する形式の文字列で取得できます。形式の定義には、Spark の日付構文とほとんどの
Python 日付コードを使用できます。

例えば、日付文字列を「2023-01-01 00:00」のような形式にしたいときは、Spark 構文を「yyyy-MM-dd 
HH:mm」として使用するか、Python の同様の日付コード「%Y-%m-%d %H:%M」を使用することで、形
式を定義できます。

Format timestamp 変換ノードをジョブ図に追加するには

1. ビジュアルエディタの上部のツールバーで [Transform] (変換) を選択し、次に [Format timestamp] を
選択して、新しい変換をジョブ図に追加します。ノードを追加する際に選択したノードが、その親に
なります。

2. (オプション) [Node properties] (ノードのプロパティ) タブで、ジョブ図にノードの名前を入力できま
す。ノードの親がまだ選択されていない場合は、[Node parents] (ノードの親) リストから、変換の入
力ソースとして使用するノードを選択します。

3. [Transform] (変換) タブで、変換する列の名前を入力します。
4. [Transform] タブに、使用するタイムスタンプ形式のパターンを、Spark 日付構文または Python 日付

コードを使って入力します。
5. (オプション) [Transform] タブでは、選択した列を変換する代わりに、新しい列の名前を入力すれば、

新しい列を作成し、元の列を残すことができます。

条件付きルーター変換の作成
条件付きルーター変換を使うと、着信データに複数の条件を適用することができます。着信データの行は
それぞれグループフィルター条件により評価され、対応するグループに取り入れて処理されます。行が複
数のグループフィルター条件を満たしている場合、変換により、その行が複数のグループに渡されます。
行がどの条件も満たしていない場合は、その行を削除するか、デフォルトの出力グループにルーティング
します。

この変換はフィルター変換に似ていますが、同じ入力データを複数の条件でテストしたいユーザーにとっ
て便利です。

条件付きルーター変換を追加するには

1. 条件付きルーター変換を実行するノードを選択します。これは、ソースノードでも別の変換でもかま
いません。

2. [Action] (アクション) を選択し、検索バーで [Conditional Router] (条件付きルーター) を検索し、選択
します。条件付きルーター変換が、2 つの出力ノードと共に追加されます。一方の出力ノード [Default 
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条件付きルーター変換の作成

group] (デフォルトグループ) には、もう一方の出力ノードで定義された条件のいずれをも満たさない
レコードが含まれます。デフォルトのグループは編集できません。

[Add group] (グループを追加) を選択すると、出力グループを追加できます。各出力グループで、グ
ループに名前を付けてフィルタ条件と論理演算子を追加できます。
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3. 出力グループの名前を変更するときは、グループに新しい名前を入力します。AWS Glue Studio は、
ユーザーに代わって自動的にグループに名前を付けます (例: 「output_group_1」)。

4. 論理演算子 (AND、OR) を選択し、[Key] (キー)、[Operation] (演算)、[Value] (値) を指定して[Filter 
condition] (フィルター条件) を追加します。論理演算子を使用すると、複数のフィルター条件を実装
し、指定した各フィルター条件に対して論理演算子を実行できます。

キーを指定するときは、スキーマに表示されているキーの中から選択します。その後、選択したキー
の種類に応じて使用可能な演算を選択します。例えば、キーの種類が「string」の場合、選択できる演
算は「match」です。

5. [Value] (値) フィールドに値を入力します。その他の条件を追加するときは、[Add condition] (条件を追
加) を選択します。フィルター条件を削除するときは、ごみ箱のアイコンを選択します。
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[列の連結] 変換を使用して列を追加する
[連結] 変換では、オプションのスペーサーを使用して、他の列の値を使用して新しい文字列の列を作成で
きます。「year」、「month」、「day」を順にスペーサー「-」で連結して、連結した列「date」を定義
する例を以下に示します。

day month year date

01 01 2020 2020 年 1 月 1 日

02 01 2020 2020 年 1 月 2 日

03 01 2020 2020 年 1 月 3 日

04 01 2020 2020 年 1 月 4 日

[連結] 変換を追加するには

1. ビジュアルエディタの上部のツールバーで、[変換] を選択します。次に [列の連結] を選択して、ジョ
ブ図に新しい変換を追加します。ノードを追加する際に選択したノードが、その親になります。

2. (オプション) [Node properties] (ノードのプロパティ) タブで、ジョブ図にノードの名前を入力できま
す。ノードの親がまだ選択されていない場合は、[Node parents] (ノードの親) リストから、変換の入
力ソースとして使用するノードを選択します。

3. [変換] タブで、連結する列および連結した文字列を保持する列の名前を入力します。ドロップダウン
で列をチェックした順序が、使用される順序になります。

4. [スペーサー - オプション] — 連結したフィールドの間に配置する文字列を入力します。デフォルトで
は、スペーサーはありません。

5. [NULL 値 - オプション] — 列の値が NULL の場合に使用する文字列を入力します。デフォルトでは、
列の値が「NULL」または「NA」の場合、空の文字列が使用されます。
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文字列の分割変換を使用して文字列の列を分割する
[文字列の分割] 変換を使用して、正規表現の文字列をトークンの配列に分割し、分割方法を定義します。
その後、列を配列型のままにするか、この後に [配列から列へ] 変換を適用して、配列の値を抽出し最上位
のフィールドに追加できます。ただし、各トークンの意味が事前にわかっていることが前提です。また、
カテゴリのセットなどトークンの順序が関係ない場合、[分解] 変換を使用して値ごとに個別の行を生成で
きます。

例えば、カンマを分割のパターンとして使用して「categories」列を分割し、「categories_arr」列を追加
できます。

product_id カテゴリ categories_arr

1 sports,winter [sports, winter]

2 garden,tools [garden, tools]

3 videogames [videogames]

4 game,boardgame,social [game, boardgame, social]

文字列の分割変換を追加するには：

1. ビジュアルエディタの上部のツールバーで [変換] を選択し、次に [文字列の分割] を選択して、新しい
変換をジョブ図に追加します。ノードを追加する際に選択したノードが、その親になります。

2. (オプション) [Node properties] (ノードのプロパティ) タブで、ジョブ図にノードの名前を入力できま
す。ノードの親がまだ選択されていない場合は、[Node parents] (ノードの親) リストから、変換の入
力ソースとして使用するノードを選択します。

3. [変換] タブで、分割する列を選択して文字列の分割に使用するパターンを入力します。ほとんどの場
合、正規表現として特別な意味がありエスケープする必要がある場合を除いて、文字を入力するだ
けで済みます。エスケープする必要がある文字は \.[]{}()<>*+-=!?^$| で、文字の前にバックス
ラッシュを追加することでエスケープできます。例えば、ドット (「.」) で区切る場合は、「\.」と
入力する必要があります。ただし、カンマには特別な意味はなく、「,」のようにそのまま指定できま
す。
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の要素を抽出して最上位の列に追加する

4. (オプション) 元の文字列の列を保持したい場合は、新しい配列の列の名前を入力できます。これによ
り、元の文字列の列と新しいトークン化された配列の列の両方が保持できます。

[配列から列へ] 変換を使用して、配列の要素を抽出し
て最上位の列に追加する
[配列から列へ] 変換では、配列型の列の一部またはすべての要素を抽出して新しい列に追加できます。配
列に抽出に十分な数の値がある場合、変換によって新しい列が可能な限り埋め込まれ、オプションで指定
された位置の要素を取得できます。

例えば、ip v4 サブネットに「文字列の分割」変換を適用した結果である配列列「subnet」がある場合、最
初と 4 番目の要素を抽出して、新しい列「first_octect」と「forth_octect」に追加できます。この例の変換
の出力は次のようになります (最後の 2 行の配列が期待する長さよりも短いことに注意してください)。

サブネット first_octect fourth_octect

[54, 240, 197, 238] 54 238

[192, 168, 0, 1] 192 1

[192, 168] 192  

[]    

[配列から列へ] 変換を追加するには:

1. ビジュアルエディタの上部のツールバーで [変換] を選択し、次に [配列から列へ] を選択して、新しい
変換をジョブ図に追加します。ノードを追加する際に選択したノードが、その親になります。

2. (オプション) [Node properties] (ノードのプロパティ) タブで、ジョブ図にノードの名前を入力できま
す。ノードの親がまだ選択されていない場合は、[Node parents] (ノードの親) リストから、変換の入
力ソースとして使用するノードを選択します。

3. [変換] タブで、抽出する配列列を選択し、抽出されたトークンの新しい列のリストを入力します。
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4. (オプション) 列を割り当てるために配列のトークンを取得しない場合は、指定した同じ順序で列のリ
ストに割り当てるインデックスを指定できます。例えば、出力列が「column1, column2, column3」で
インデックスが「4, 1, 3」の場合、配列の 4 番目の要素は column1 に、最初の要素は column2 に、3 
番目の要素は column3 に指定できます (配列がインデックスの番号より短い場合は NULL 値が設定さ
れます)。

[現在のタイムスタンプを追加] 変換の使用
[現在のタイムスタンプを追加] 変換では、データが処理された時刻で行をマークできます。これは、監査
目的やデータパイプラインでのレイテンシーの追跡に役立ちます。この新しい列は、タイムスタンプの
データ型またはフォーマットされた文字列として追加できます。

[現在のタイムスタンプを追加] 変換を追加するには:

1. ビジュアルエディタの上部のツールバーで [変換] を選択し、次に [現在のタイムスタンプを追加] を選
択して、新しい変換をジョブ図に追加します。ノードを追加する際に選択したノードが、その親にな
ります。

2. (オプション) [Node properties] (ノードのプロパティ) タブで、ジョブ図にノードの名前を入力できま
す。ノードの親がまだ選択されていない場合は、[Node parents] (ノードの親) リストから、変換の入
力ソースとして使用するノードを選択します。

3. (オプション) 列をフォーマット済の日付の文字列にしたい場合は、[変換] タブで、新しい列のカスタ
ム名とフォーマットを入力します。

[行から列へのピボット] 変換の使用
[行から列へのピボット] 変換では、選択した列の固有の値を回転させて数値列を集約し、新しい列にする
ことができます (複数の列を選択した場合は、値が連結され新しい列に名前が付けられます)。このよう
に、それぞれの固有の値ごとに部分的な集計を含む列を増やしながら、行を統合します。例えば、月別お
よび国別の売上に関するデータセットがあるとします (わかりやすいように並べ替えられています)。

年 month country amount

2020 Jan uk 32

2020 Jan de 42

2020 Jan us 64
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年 month country amount

2020 Feb uk 67

2020 Feb de 4

2020 Feb de 7

2020 Feb us 6

2020 Feb us 12

2020 Jan us 90

売上金額を集計列として、国とその値のピボットを行うと、それらの値が回転して一致する行をすべて集
約した値を含む列になります。

年 month de uk us

2020 Jan 42 32 64

2020 Jan 11 67 18

2021 Jan     90

代わりに、月と国の両方をピボットする場合は、それらの列の値の組み合わせごとに列が表示されます。

year Jan_de Jan_uk Jan_us Feb_de Feb_uk Feb_us

2020 42 32 64 11 67 18

2021     90      

[行から列へのピボット] 変換を追加するには:

1. ビジュアルエディタの上部のツールバーで [変換] を選択　し、次に [行から列へのピボット] を選択し
て、新しい変換をジョブ図に追加します。ノードを追加する際に選択したノードが、その親になりま
す。

2. (オプション) [Node properties] (ノードのプロパティ) タブで、ジョブ図にノードの名前を入力できま
す。ノードの親がまだ選択されていない場合は、[Node parents] (ノードの親) リストから、変換の入
力ソースとして使用するノードを選択します。

3. [変換] タブで、新しい列の値を生成するために集約される数値列、適用する集計関数、および固有の
値を新しい列に変換する列を選択します。
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[列から行へのアンピボット] 変換の使用
[アンピボット] 変換では、列を新しい列の値に変換して、固有の値ごとに行を生成できます。この変換は
ピボットの逆ですが、集約された同じ値の行を分解したり、組み合わせを元の列に分割できないため、同
等ではないことに注意してください (これらは、後で [分割] 変換を使用して行うことができます)。例え
ば、次のようなテーブルがあるとします。

年 month de uk us

2020 Jan 42 32 64

2020 Feb 11 67 18

2021 Jan     90

値「amount」を使用して「de」、「uk」、「us」の列を「country」列にアンピボットすると、次のよう
になります (ここでは分かりやすくするために並べ替えられています)。

年 month country amount

2020 Jan uk 32

2020 Jan de 42

2020 Jan us 64

2020 Feb uk 67

2020 Feb de 11

2020 Feb us 18

2021 Jan us 90
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NULL 値の列 (Jan 2021 の「de」と「uk」) はデフォルトでは生成されません。このオプションを有効に
すると、次のようになります。

年 month country amount

2020 Jan uk 32

2020 Jan de 42

2020 Jan us 64

2020 Feb uk 67

2020 Feb de 11

2020 Feb us 18

2021 Jan us 90

2021 Jan de  

2021 Jan uk  

[列から行へのアンピボット] 変換を追加するには:

1. ビジュアルエディタの上部のツールバーで [変換] を選択し、次に [列から行へのアンピボット] を選択
して新しい変換をジョブ図に追加します。ノードを追加する際に選択したノードが、その親になりま
す。

2. (オプション) [Node properties] (ノードのプロパティ) タブで、ジョブ図にノードの名前を入力できま
す。ノードの親がまだ選択されていない場合は、[Node parents] (ノードの親) リストから、変換の入
力ソースとして使用するノードを選択します。

3. [変換] タブで、アンピボットする列の名前と値を保持するために作成する新しい列を入力します。
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[オートバランス処理] 変換を使用してランタイムを最
適化する
[オートバランス処理] 変換は、パフォーマンスを向上させるためにデータをワーカー間で再配分します。
これは、データのバランスが取れていない場合や、ソースからのデータでは十分に並行処理ができない場
合に役立ちます。これは、ソースが gzip 圧縮されている場合や JDBC である場合に一般的です。データ
の再配分には中程度のパフォーマンスコストがかかるため、データのバランスが既に取れている場合は、
最適化により必ずしもコストが補われるとは限りません。変換で Apache Spark の再パーティション化を
使用して、クラスターのキャパシティに最適な複数のパーティション間でデータをランダムに再度割り当
てできます。上級ユーザーの場合は、複数のパーティションを手動で入力できます。さらに、指定した列
に基づいてデータを再編成することで、分割テーブルの書き込みを最適化することもできます。これによ
り、出力ファイルがより統合されます。

1. ビジュアルエディタの上部のツールバーで [変換] を選択し、次に [オートバランス処理] を選択して新
しい変換をジョブ図に追加します。ノードを追加する際に選択したノードが、その親になります。

2. (オプション) [Node properties] (ノードのプロパティ) タブで、ジョブ図にノードの名前を入力できま
す。ノードの親がまだ選択されていない場合は、[Node parents] (ノードの親) リストから、変換の入
力ソースとして使用するノードを選択します。

3. (オプション) [変換] タブで、複数のパーティションを入力できます。一般的に、この値はシステムに
決定させることをお勧めしますが、値を制御する必要がある場合は乗数を調整したり特定の値を入
力できます。列で分割されたデータを保存する場合は、再パーティションの列と同じ列を選択でき
ます。これにより、各パーティションのファイルの数を最小限に抑え、パーティションごとに多数の
ファイルが作成されるのを防ぐことができます。ファイルが多数作成されると、データをクエリする
ツールのパフォーマンスが低下します。

[派生列] 変換を使用して他の列を結合する
[派生列] 変換では、定数やリテラル、データ内の他の列も使用できる数式または SQL 式に基づいて新し
い列を定義できます。例えば「success」および「count」列から「percentage」列を派生させるには、
「success * 100 / count || '%'」という SQL 式を入力します。

結果の例:

success count 割合(%)

14 100 14%
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success count 割合(%)

6 20 3%

3 40 7.5%

[派生列] 変換を追加するには

1. ビジュアルエディタの上部のツールバーで [変換] を選択し、次に [派生列] を選択して新しい変換を
ジョブ図に追加します。ノードを追加する際に選択したノードが、その親になります。

2. (オプション) [Node properties] (ノードのプロパティ) タブで、ジョブ図にノードの名前を入力できま
す。ノードの親がまだ選択されていない場合は、[Node parents] (ノードの親) リストから、変換の入
力ソースとして使用するノードを選択します。

3. [変換] タブで、列の名前とその内容の式を入力します。

[ルックアップ] 変換を使用してカタログテーブルから
一致するデータを追加する
[ルックアップ] 変換では、キーがデータ内の定義済みのルックアップ列と一致する場合、定義済みのカタ
ログテーブルから列を追加できます。これは、データとルックアップテーブル間を左外部結合し、条件に
一致する列として使用するのと同じです。

[ルックアップ] 変換を追加するには

1. ビジュアルエディタの上部のツールバーで [変換] を選択し、次に [ルックアップ] を選択して、新しい
変換をジョブ図に追加します。ノードを追加する際に選択したノードが、その親になります。

2. (オプション) [Node properties] (ノードのプロパティ) タブで、ジョブ図にノードの名前を入力できま
す。ノードの親がまだ選択されていない場合は、[Node parents] (ノードの親) リストから、変換の入
力ソースとして使用するノードを選択します。

3. [変換] タブで、ルックアップの実行に使用するカタログテーブルの完全修飾名を入力します。例え
ば、データベースが「mydb」で、テーブルが「mytable」の場合は、「mydb.mytable」と入力しま
す。次に、ルックアップキーが作成されている場合は、ルックアップテーブルで一致するものを見つ
けるための基準を入力します。キー列のリストは、カンマで区切って入力します。1 つ以上のキー列
に同じ名前がない場合は、マッチマッピングを定義する必要があります。
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例えば、データ列が「user_id」と「region」で、ユーザーテーブルで対応する列の名前が「id」と
「region」の場合、[一致する列] フィールドに「user_id=id, region」と入力します。region=region と
入力することもできますが、これらは同じなので必要ありません。

4. 最後に、ルックアップテーブルで一致した行から取得する列を入力して、それらをデータに組み込み
ます。一致するものが見つからなかった場合、それらの列は NULL に設定されます。

Note

[ルックアップ] 変換では、効率を上げるため左結合を使用しています。ルックアップテーブ
ルに複合キーがある場合は、一致する列がすべてのキーの列と一致するように設定されてい
ることを確認し、一致が 1 つだけになるようにしてください。そうしないと、複数のルック
アップ行が一致し、一致するごとに余分な行が追加されます。

[配列またはマップを行に分解] 変換の使用
[分解] 変換では、ネストされたデータ構造から値を抽出し、操作しやすい個々の行を追加できます。配列
の場合、変換により配列の各値に対して行が生成され、その行に他の列の値が複製されます。マップの場
合、変換によりキーと値を列として持つ各エントリに対して行が生成されます。各エントリには列として
のキーと値があり、その行に他の列も複製されます。

例えば、このデータセットに複数の値がある「category」配列列があるとします。

product_id category

1 [sports, winter]

2 [garden, tools]

3 [videogames]

4 [game, boardgame, social]

5 []
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「category」列が同じ名前の列に分解されると、その列が上書きされます。NULL を含めるように選択す
ると、次のようになります (分かりやすいように順番になっています)。

product_id category

1 sports

1 winter

2 garden

2 tool

3 videogames

4 game

4 boardgame

4 social

5  

[配列またはマップを行に分解] 変換を追加するには:

1. ビジュアルエディタの上部のツールバーで [変換] を選択し、次に [配列またはマップを行に分解] を選
択して、新しい変換をジョブ図に追加します。ノードを追加する際に選択したノードが、その親にな
ります。

2. (オプション) [Node properties] (ノードのプロパティ) タブで、ジョブ図にノードの名前を入力できま
す。ノードの親がまだ選択されていない場合は、[Node parents] (ノードの親) リストから、変換の入
力ソースとして使用するノードを選択します。

3. [変換] タブで、分解する列を選択します (タイプが配列またはマップである必要があります)。次に、
配列の項目を表す列の名前を入力するか、マップを分解する場合はキーと値を表す列の名前を入力し
ます。

4. (オプション) [変換] タブでは、デフォルトで分解する列が NULL、またはデータ構造が空である場合、
分解されたデータセットではその列が省略されます。(新しい列を NULL として) 行を残しておきたい
場合は、[NULL を含む] にチェックを入れます。

85



AWS Glue Studio ユーザーガイド
カスタム変換を作成する

カスタム変換を作成する
データに対してより複雑な変換を実行する必要がある場合、またはデータプロパティキーをデータセット
に追加する場合は、ジョブ図にカスタムコード変換を追加します。カスタムコードノードを使用すると、
変換を実行するスクリプトを入力できます。

カスタムコードを使用する場合は、スキーマエディタを使用して、カスタムコードを通して出力に加えら
える変更を指定する必要があります。スキーマの編集時に、次のアクションを実行できます。

• データプロパティキーの追加または削除
• データプロパティキーのデータ型の変更
• データプロパティキーの名前の変更
• ネストされたプロパティキーの再構築

出力をターゲットの場所に送信するには、SelectFromCollection 変換を使用して、カスタム変換ノードの
結果から単一の DynamicFrame を選択する必要があります。

次のタスクを実行して、カスタム変換ノードをジョブ図に追加できます。

カスタムコード変換ノードをジョブ図に追加する
カスタム変換ノードをジョブ図に追加するには

1. (オプション) ビジュアルエディタの上部のツールバーで [Transform] (変換) を選択します。その後、
[Custom transform] (カスタム変換) を選択して、新しい変換をジョブ図に追加します。

2. [Node properties] (ノードのプロパティ) タブで、ジョブ図のノードの名前を入力します。ノードの
親がまだ選択されていない場合、またはカスタム変換に複数の入力が必要な場合は、[Node parents] 
(ノードの親) リストから、変換の入力ソースとして使用するノードを選択します。
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カスタム変換ノードのコードを入力する
入力フィールドにコードを入力またはコピーできます。ジョブでは、データ変換の実行にこのコードを使
用します。Python または Scala のいずれかでコードのスニペットを指定できます。コードは、入力として 
1 つ以上の DynamicFrames を取り、DynamicFrames のコレクションを返す必要があります。

カスタム変換ノードのスクリプトを入力するには

1. ジョブ図でカスタム変換ノードを選択した状態で、[Transform] (変換) タブを選択します。
2. 見出し [Code block] (コードブロック) の下のテキスト入力フィールドで、変換用のコードを貼り付け

るか、入力します。使用するコードは、[Job details] (ジョブの詳細) タブのジョブで指定されている言
語と一致する必要があります。

コード内の入力ノードを参照する場合、AWS Glue Studio は、作成された順序に基づきジョブの図表
ノードによって連続的に返される DynamicFrames に名前を付けます。コード内で次のいずれかの
ネーミングメソッドを使用します。

• Classic code generation — 関数名を使用して、ジョブダイアグラム内のノードを参照します。
• データソースノード: DataSource0、DataSource1、DataSource2 などです。
• 変換ノード: Transform0、Transform1、Transform2 などです。

• New code generation — '_node1','_node2'などが添付されたノー
ドの[Node properties]タブ上で指定された名前を使用します。例え
ば、S3bucket_node1、ApplyMapping_node2、S3bucket_node2、MyCustomNodeName_node1

各エラーコード generator のさらなる詳細については、「スクリプトコードの生成 (p. 56)」を参照
してください。

次の例は、コードボックスに入力するコードの形式を示しています。

Python

次の例では、まず DynamicFrame を受信し、それを DataFrame に変換してネイティブフィ
ルターメソッド (1000 票を超えるレコードのみを保持)を適用しています。その後、返す前に
DynamicFrame に再び変換しています。

def FilterHighVoteCounts (glueContext, dfc) -> DynamicFrameCollection: 
    df = dfc.select(list(dfc.keys())[0]).toDF() 
    df_filtered = df.filter(df["vote_count"] > 1000) 
    dyf_filtered = DynamicFrame.fromDF(df_filtered, glueContext, "filter_votes") 
    return(DynamicFrameCollection({"CustomTransform0": dyf_filtered}, glueContext))

Scala

次の例では、まず DynamicFrame を受信し、それを DataFrame に変換してネイティブフィ
ルターメソッド (1000 票を超えるレコードのみを保持)を適用しています。その後、返す前に
DynamicFrame に再び変換しています。

object FilterHighVoteCounts { 
  def execute(glueContext : GlueContext, input : Seq[DynamicFrame]) : Seq[DynamicFrame] 
 = { 
    val frame = input(0).toDF() 
    val filtered = DynamicFrame(frame.filter(frame("vote_count") > 1000), glueContext) 
    Seq(filtered) 
  }
}
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カスタム変換ノードでスキーマを編集する
カスタム transform ノードを使用する場合、AWS Glue Studio は、transform によって作成された出力ス
キーマを自動で推測することはできません。スキーマエディタを使用して、カスタム変換コードによって
実装されるスキーマの変更を記述できます。

カスタムコードノードでは、カスタムコードの入力として DynamicFrame を提供する任意の数の親ノー
ドを持つことができます。カスタムコードノードでは、DynamicFrames のコレクションが返されます。
入力として使用される各 DynamicFrame には、スキーマが関連付けられています。カスタムコードノー
ドによって返される各 DynamicFrame を記述するスキーマを追加する必要があります。

Note

カスタム変換で独自のスキーマを設定した場合、AWS Glue Studio は、前のノードからのス
キーマ継承を行いません。スキーマを更新するには、カスタム変換のノードを選択した上で、
[Data preview] (データプレビュー) タブを開きます。プレビューが生成されたら、[Use Preview 
Schema] (プレビュースキーマを使用) をクリックします。その後、このスキーマがプレビュー
データを使用するスキーマに置き換えられます。

カスタム変換ノードの入力スキーマを編集するには

1. ジョブ図でカスタム変換ノードを選択した状態で、ノードの詳細パネルの [Output schema] (出力ス
キーマ) タブを選択します。

2. [Edit] (編集) を選択して、スキーマを変更します。

配列やオブジェクトなどのネストされたデータのプロパティキーがある場合、各スキーマパネルの右

上部にある [Expand-Rows] (行の展開) アイコン ( ) を選択して、子データのプロパティキーのリスト
を展開します。このアイコンは、選択すると [Collapse-Rows] (列の折りたたみ) アイコン ( ) に変わ
り、子のプロパティキーのリストを折りたたむことができます。

3. ページ右側のセクションにある次のアクションを使用して、スキーマを変更します。

• プロパティキーの名前を変更するには、プロパティキーの [Key] (キー) テキストボックスにカーソ
ルを置き、新しい名前を入力します。

• プロパティキーのデータ型を変更するには、リストを使用して、プロパティキーの新しいデータ型
を選択します。

• トップレベルの新しいプロパティキーをスキーマに追加するには、[Cancel] (キャンセル) ボタンの
左側にある [Overflow] (オーバーフロー) ( ) アイコンをクリックして、[Add root key] (ルートキー
の追加) を選択します。

• スキーマに子のプロパティキーを追加するには、親キーに関連付けられている [Add-Key] (キーの追
加) ( ) アイコンをクリックします。子のキーの名前を入力し、データ型を選択します。

• スキーマからプロパティキーを削除するには、キー名の右端にある [Remove] (削除) アイコン ( ) 
をクリックします。

4. カスタム変換コードで DynamicFrames を複数使用していない場合、他の出力スキーマを追加できま
す。

• 新しい空のスキーマを追加するには、[Overflow] (オーバーフロー) ( ) アイコンをクリックし、
[Add output schema] (出力スキーマの追加) を選択します。

• 既存のスキーマを新しい出力スキーマにコピーするには、コピーするスキーマがスキーマセレクタ
に表示されていることを確認します。[Overflow] (オーバーフロー) ( ) アイコンをクリックして、
[Duplicate] (複製) を選択します。

出力スキーマを削除する場合は、コピーするスキーマがスキーマセレクタに表示されていることを確
認します。[Overflow] (オーバーフロー) ( ) アイコンをクリックして、[Delete] (削除)を選択します。

5. 新しいスキーマに新しいルートキーを追加するか、複製したキーを編集します。
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6. 出力スキーマを変更する場合は、[Apply] (適用) ボタンをクリックして変更を保存し、スキーマエディ
タを終了します。

変更を保存しない場合は、[Cancel] (キャンセル) ボタンをクリックします。

カスタム変換の出力を設定する
カスタムコード変換では、1 つの結果セットに DynamicFrame が 1 つだけであっても、DynamicFrames
のコレクションが返されます。

カスタム変換ノードからの出力を処理するには

1. カスタム変換ノードを親ノードとして持つ SelectFromCollection 変換ノードを追加します。この変換
を更新して、使用するデータセットを指定します。詳細については、「SelectFromCollection を使用
して保持するデータセットを選択する (p. 64)」を参照してください。

2. カスタム変換ノードによって生成される他の DynamicFrames を使用する場合
は、SelectFromCollection 変換をジョブ図に追加します。

カスタム変換ノードを追加してフライトのデータセットを複数のデータセットに分割し、フライトの
日付や番号などの各出力スキーマで識別プロパティキーを複製するシナリオを考えてみましょう。各
出力スキーマに、カスタム変換ノードを親として持つ SelectFromCollection 変換ノードを追加しま
す。

3. (オプション) その後、各 SelectFromCollection 変換ノードをジョブ内の他のノードの入力として、ま
たはデータターゲットノードの親として使用できます。

AWS Glue カスタムビジュアル変換
カスタムビジュアル変換を使用すると、変換を作成して AWS Glue Studio ジョブで使用できるようにな
ります。ETL 開発者は、コーディングに慣れていない場合がありますが、カスタムビジュアル変換によ
り、AWS Glue Studio インターフェイスを使用して増え続ける変換のライブラリを検索して使用すること
ができます。

カスタムのビジュアル変換を作成し、Amazon S3 にアップロードして、AWS Glue Studio のビジュアルエ
ディタでこれらのジョブを処理できるようにすることができます。

トピック
• カスタムビジュアル変換を開始する  (p. 89)
• ステップ 1。JSON 設定ファイルを作成する  (p. 90)
• ステップ 2。変換ロジックを実装する  (p. 95)
• ステップ 3。AWS Glue Studio でのカスタムビジュアル変換の検証とトラブルシューティン

グ (p. 97)
• ステップ 4。必要に応じてカスタムビジュアル変換を更新する  (p. 97)
• ステップ 5。AWS Glue Studio でカスタムビジュアル変換を使用する (p. 98)
• 使用例 (p. 98)
• カスタムビジュアルスクリプトの例  (p. 100)
• 動画 (p. 101)

カスタムビジュアル変換を開始する
カスタムビジュアル変換を作成するには、次の手順を実行します。
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• ステップ 1。JSON 設定ファイルを作成する
• ステップ 2。変換ロジックを実装する
• ステップ 3。カスタムビジュアル変換を検証する
• ステップ 4。必要に応じてカスタムビジュアル変換を更新する
• ステップ 5。AWS Glue Studio でカスタムビジュアル変換を使用する

Amazon S3 バケットをセットアップして開始し、ステップ 1。JSON 設定ファイルを作成するに進みま
す。

前提条件
お客様提供の変換はお客様の AWS アカウント内にあります。そのアカウントは変換を所有しているた
め、変換を表示 (検索、使用)、編集、削除するすべてのアクセス許可を持っています。

AWS Glue Studio でカスタム変換を使用するには、その AWS アカウントの Amazon S3 アセットバケット
に次の 2 つのファイルを作成してアップロードする必要があります。

• Python ファイル – 変換関数が含まれています
• JSON ファイル – 変換を記述します。これは、設定ファイルとも呼ばれ、変換の定義に必要です。

ファイルをペアリングするには、両方に同じ名前を使用します。例:

• myTransform.json
• myTransform.py

AWS Glue Studio では、それぞれのファイル名を使用して自動的に照合されます。ファイル名を既存のモ
ジュールと同じにすることはできません。

推奨される変換ファイル名の命名規則
AWS Glue Studio では、ファイルはモジュール (例えば、import myTransform) としてジョブスクリプ
トにインポートされます。そのため、ファイル名は Python の変数名 (識別子) に設定されているのと同じ
命名規則に従う必要があります。具体的には、文字またはアンダースコアで始まり、文字、数字、および/
またはアンダースコアのみで構成されている必要があります。

Note

予期しない実行時の問題を避けるため、変換ファイル名がロードされている既存の Python モ
ジュール (sys, array, copy など) と競合していないことを確認してください。

Amazon S3 バケットのセットアップ
作成した変換は Amazon S3 に保存され、AWS アカウントによって所有されます。すべてのジョブス
クリプトが現在保存されている Amazon S3 アセットフォルダ (例えば、s3://aws-glue-assets-
<accountid>-<region>/transforms) にファイル (json と py) をアップロードするだけで、新しい
カスタムビジュアル変換を作成できます。デフォルトでは、AWS Glue Studio は同じ S3 バケット内の /
transforms フォルダからすべての .json ファイルを読み取ります。

ステップ 1。JSON 設定ファイルを作成する
カスタムビジュアル変換を定義して記述するには、JSON 設定ファイルが必要です。設定ファイルのス
キーマは次の通りです。
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JSON ファイル構造
フィールド

• name: string – (必須) 変換の識別に使用される変換システム名。Python の変数名 (識別子) に設定さ
れているのと同じ命名規則に従ってください。具体的には、文字またはアンダースコアで始まり、文
字、数字、および/またはアンダースコアのみで構成されている必要があります。

• displayName: string – (オプション) AWS Glue Studio ビジュアルジョブエディタに表示される変換
の名前。displayName を指定しない場合は、AWS Glue Studio では name が変換の名前として使用さ
れます。

• description: string – (オプション) 変換の説明が AWS Glue Studio に表示され、検索できます。
• functionName: string – (必須) Python 関数名が Python スクリプトで呼び出す関数を識別するため

に使用されます。
• path: string – (オプション) Python ソースファイルへの Amazon S3 のフルパス。指定しない場合

は、AWS Glue では、ファイル名マッチングを使用して .json ファイルと .py ファイルがペアリングされ
ます。例えば、JSON ファイルの名前が myTransform.json の場合、同じ Amazon S3 ロケーション
にある myTransform.py という Python ファイルとペアになります。

• parameters: Array of TransformParameter object – (オプション) AWS Glue Studio ビジュ
アルエディタで設定するときに表示されるパラメータのリスト。

TransformParameter フィールド

• name: string – (必須) ジョブスクリプト内で名前付き引数として Python 関数に渡されるパラメータ
名。Python の変数名 (識別子) に設定されているのと同じ命名規則に従ってください。具体的には、文字
またはアンダースコアで始まり、文字、数字、および/またはアンダースコアのみで構成されている必要
があります。

• displayName: string – (オプション) AWS Glue Studio ビジュアルジョブエディタに表示される変換
の名前。displayName を指定しない場合は、AWS Glue Studio では name が変換の名前として使用さ
れます。

• type: string – (必須) 一般的な Python データ型を受け入れるパラメータ型。有効な値: 'str' | 'int' | 
'float' | 'list' | 'bool'。

• isOptional: boolean – (オプション) パラメータがオプションかどうかを決定します。デフォルトで
は、すべてのパラメータが必須です。

• description: string – (オプション) ユーザーによる変換パラメータの設定に役立つ説明が AWS 
Glue Studio に表示されます。

• validationType: string – (オプション) このパラメータの検証方法を定義します。現在、正規表現
のみをサポートしています。デフォルトで検証タイプは RegularExpression に設定されています。

• validationRule: string – (オプション) validationType が RegularExpression に設定され
ている場合、送信前にフォーム入力を検証するために使用される正規表現。正規表現の構文は RegExp 
Ecmascript の仕様に合致している必要があります。

• validationMessage: string – (オプション) 検証が失敗したときに表示するメッセージ。
• listOptions: An array of TransformParameterListOption object または string、

もしくは「column」という文字列の値 — (オプション) 選択、または複数選択の UI コントロー
ルに表示するためのオプション。カンマ区切り値 (CSV) のリスト、または強く型付けされた
TransformParameterListOption 型の JSON オブジェクトを受け入れます。文字列の値「column」
を指定すると、親ノードのスキーマから、列のリストを動的に入力することもできます。

• listType: string – (オプション) type = 'list' のオプションタイプを定義します。有効な値: 'str' | 'int' | 
'float' | 'list' | 'bool'。一般的な Python データ型を受け入れるパラメータ型。

TransformParameterListOption フィールド
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• value: string | int | float | bool – (必須) オプション値。
• label: string – (オプション) 選択ドロップダウンに表示されるオプションラベル。

AWS Glue Studio での変換パラメータ
.json ファイルで isOptional と指定しない限り、デフォルトでパラメータは必須です。AWS Glue 
Studio では、パラメータが [Transform] (変換) タブに表示されます。この例は、E メールアドレス、電話
番号、年齢、性別、出身国などのユーザー定義パラメータを示しています。

validationRule パラメータを指定し、validationMessage で検証メッセージを指定すること
で、JSON ファイルで正規表現を使用する際に AWS Glue Studio で一部の検証を必須にできます。

      "validationRule": "^\\(?(\\d{3})\\)?[- ]?(\\d{3})[- ]?(\\d{4})$", 
      "validationMessage": "Please enter a valid US number"                 
             

Note

検証はブラウザで行われるため、正規表現の構文は RegExp Ecmascript の仕様に合致している必
要があります。Python 構文は、これらの正規表現ではサポートされていません。

検証を追加することで、ユーザーが誤ったユーザー入力でジョブを保存するのを防ぐことができます。次
の例のように AWS Glue Studio に検証メッセージが表示されます。

パラメータは、パラメータ設定に基づいて AWS Glue Studio に表示されます。

• type が str、int、または float の場合、テキスト入力フィールドが表示されます。例えば、スク
リーンショットは「E メールアドレス」と「年齢」パラメータの入力フィールドを示しています。
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• type が bool の場合、チェックボックスが表示されます。

• type が str であり、listOptions が指定されていると、単一選択リストが表示されます。

• type が list であり、listOptions と listType が指定されていると、複数選択リストが表示され
ます。

列のセレクタをパラメータとして表示

スキーマから列をユーザーが選択するように設定されている場合は、列セレクタを表示することで、ユー
ザーは列の名前を入力する必要がなくなります。listOptions フィールドを「column」に設定すると、

93



AWS Glue Studio ユーザーガイド
ステップ 1。JSON 設定ファイルを作成する 

親ノードの出力スキーマに基づいて、列セレクタを AWS Glue Studio が動的に表示します。AWS Glue 
Studio は単一の列、または複数列のセレクタを表示できます。

次の例でスキーマを使用しています。

単一の列を表示するように、Custom Visual Transform パラメータを定義するには

1. JSON ファイルで、parameters オブジェクトの listOptions の値を、「column」に設定します。
これにより、ユーザーが AWS Glue Studio の選択リストから列を選択できるようになります。

2. 次のようにパラメータを定義すると、複数の列を選択することもできます。

• listOptions: "column"

• type: "list"
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ステップ 2。変換ロジックを実装する
Note

カスタムビジュアル変換は Python スクリプトのみをサポートしています。Scala はサポートされ
ていません。

.json 設定ファイルで定義された関数を実装するコードを追加するには、Python ファイルを .json ファ
イルと同じ場所に同じ名前で「.py」拡張子を付けて配置することをお勧めします。AWS Glue Studio で
は、.json ファイルと .py ファイルが自動的にペアリングされるため、設定ファイルで Python ファイルの
パスを指定する必要はありません。

Python ファイルに、指定されたパラメータを設定した宣言済み関数を追加し、その関数を
DynamicFrame で使用するために登録します。Python ファイルの例を次に示します。

from awsglue import DynamicFrame

# self refers to the DynamicFrame to transform,  
# the parameter names must match the ones defined in the config
# if it's optional, need to provide a default value
def myTransform(self, email, phone, age=None, gender="",  
                      country="", promotion=False): 
   resulting_dynf = # do some transformation on self  
   return resulting_dynf 
    
DynamicFrame.myTransform = myTransform 
         

Python コードの開発とテストを最も早く行うために、AWS Glue ノートブックの使用をお勧めします。
「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。

変換ロジックの実装方法を説明するために、以下の例でのカスタムビジュアル変換は、入力データをフィ
ルタリングして特定の米国の州に関連するデータのみを保持する変換になっています。.json ファイル
には functionName のパラメータが custom_filter_state として含まれ、2 つの引数 (「str」型の
「state」と「colName」) が含まれています。

.json 設定ファイルの例は次のとおりです。

{
"name": "custom_filter_state",
"displayName": "Filter State",
"description": "A simple example to filter the data to keep only the state indicated.",
"functionName": "custom_filter_state",
"parameters": [ 
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   { 
    "name": "colName", 
    "displayName": "Column name", 
    "type": "str", 
    "description": "Name of the column in the data that holds the state postal code" 
   }, 
   { 
    "name": "state", 
    "displayName": "State postal code", 
    "type": "str", 
    "description": "The postal code of the state whole rows to keep" 
   }    
]            
         

Python でコンパニオンスクリプトを実装するには

1. AWS Glue ノートブックを起動し、セッションを開始するために提供された最初のセルを実行しま
す。最初のセルを実行すると、必要な基本コンポーネントが作成されます。

2. 例で説明されているようにフィルタリングを実行する関数を作成し、DynamicFrame に登録します。
以下のコードをコピーして、AWS Glue ノートブックのセルに貼り付けます。

from awsglue import DynamicFrame

def custom_filter_state(self, colName, state): 
    return self.filter(lambda row: row[colName] == state)

DynamicFrame.custom_filter_state = custom_filter_state                     
                 

3. サンプルデータを作成またはロードして、同じセルまたは新しいセルでコードをテストします。サン
プルデータを新しいセルに追加する場合は、セルを実行することを忘れないでください。例:

# A few of rows of sample data to test
data_sample = [ 
    {"state": "CA", "count": 4}, 
    {"state": "NY", "count": 2}, 
    {"state": "WA", "count": 3}     
]
df1 = glueContext.sparkSession.sparkContext.parallelize(data_sample).toDF()
dynf1 = DynamicFrame.fromDF(df1, glueContext, None)                     
                 

4. さまざまな引数で次のようにテストして、「custom_filter_state」を検証します。

5. いくつかのテストを実行した後、.py 拡張子を付けてコードを保存し、.py ファイルに .json ファイル
名と同じ名前を付けます。.py ファイルと .json ファイルは同じ変換フォルダにある必要があります。

次のコードをコピーしてファイルに貼り付け、.py ファイル拡張子に変更します。

from awsglue import DynamicFrame

def custom_filter_state(self, colName, state): 
    return self.filter(lambda row: row[colName] == state)

DynamicFrame.custom_filter_state = custom_filter_state                     
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6. AWS Glue Studio でビジュアルジョブを開き、使用可能な [Transforms] (変換) のリストから変換を選
択して変換をジョブに追加します。

この変換を Python スクリプトコードで再利用するには、Amazon S3 パスを [Referenced files path] 
(参照されるファイルパス) の下のジョブの .py ファイルに追加し、スクリプト内の python ファイルの
名前 (拡張子なし) をファイルの先頭に追加してインポートします。例えば、import <ファイル名 (拡
張子なし)>

ステップ 3。AWS Glue Studio でのカスタムビジュア
ル変換の検証とトラブルシューティング
カスタムビジュアル変換が AWS Glue Studio にロードされる前に AWS Glue Studio で JSON 設定ファイ
ルが検証されます。検証には次の項目が含まれます。

• 必須フィールドの有無
• JSON 形式の検証
• パラメータの誤りまたは無効
• 同じ Amazon S3 パスに .py ファイルと .json ファイルの両方が存在すること
• .py ファイル名と .json のファイル名の一致

検証が成功すると、変換がビジュアルエディタの利用可能な [Actions] (アクション) のリストに表示されま
す。

検証に失敗した場合、AWS Glue Studio では、カスタムビジュアル変換はロードされません。

ステップ 4。必要に応じてカスタムビジュアル変換を
更新する
一度作成して使用すると、次のように変換が対応する JSON 定義に従っている限り、変換スクリプトを更
新できます。

• DynamicFrame に割り当てるときに使用される名前は、JSON の functionName と一致している必要
があります。

• 関数の引数は、 ステップ 1。JSON 設定ファイルを作成する  (p. 90) で説明されているように JSON 
ファイルで定義する必要があります。

• Python ファイルの Amazon S3 パスは、ジョブが直接それに依存しているため、変更できません。

Note

更新が必要な場合は、スクリプトと .json ファイルの更新を整合させ、ビジュアルジョブを新しい
変換で正しく再保存します。更新後にビジュアルジョブを保存しないと、更新の適用と検証が行
われません。Python スクリプトファイルの名前が変更されたり、.json ファイルの横に配置され
なかったりする場合は、.json ファイルにフルパスを指定する必要があります。
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ステップ 5。AWS Glue Studio でカスタムビジュアル
変換を使用する
AWS Glue Studio でカスタムビジュアル変換を使用するには、設定ファイルとソースファイルをアップ
ロードし、[Action] (アクション) メニューから変換を選択します。値や入力が必要なパラメータはどれも
[Transform] (変換) タブで利用できます。

1. 2 つのファイル (Python ソースファイルと JSON 設定ファイル) を、ジョブスクリプトが保存され
ている Amazon S3 アセットフォルダにアップロードします。デフォルトでは、AWS Glue は同じ 
Amazon S3 バケット内の /transforms フォルダからすべての JSON ファイルを取得します。

2. [Action] (アクション) メニューから、カスタムビジュアル変換を選択します。これの名前は、変換の
displayName または .json 設定ファイルで指定した名前になります。

3. 設定ファイルに設定されたパラメータの値を入力します。

使用例
.json 設定ファイルに含めることが可能なすべてのパラメータの例を次に示します。

{ 
  "name": "MyTransform", 
  "displayName": "My Transform", 
  "description": "This transform description will be displayed in UI", 
  "functionName": "myTransform", 
  "parameters": [ 
      { 
      "name": "email", 
      "displayName": "Email Address", 
      "type": "str", 
      "description": "Enter your work email address below", 
      "validationType": "RegularExpression", 
      "validationRule": "^\\w+([\\.-]?\\w+)*@\\w+([\\.-]?\\w+)*(\\.\\w{2,3})+$", 
      "validationMessage": "Please enter a valid email address" 
    }, 
    { 
      "name": "phone", 
      "displayName": "Phone Number", 
      "type": "str", 
      "description": "Enter your mobile phone number below", 
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      "validationRule": "^\\(?(\\d{3})\\)?[- ]?(\\d{3})[- ]?(\\d{4})$", 
      "validationMessage": "Please enter a valid US number" 
    }, 
    { 
      "name": "age", 
      "displayName": "Your age", 
      "type": "int", 
      "isOptional": true 
    }, 
    { 
      "name": "gender", 
      "displayName": "Your gender", 
      "type": "str", 
      "listOptions": [ 
            {"label": "Male", "value": "male"}, 
            {"label": "Female", "value": "female"}, 
            {"label": "Other", "value": "other"} 
        ], 
      "isOptional": true 
    }, 
    { 
      "name": "country", 
      "displayName": "Your origin country ?", 
      "type": "list", 
      "listOptions": "Afghanistan,Albania,Algeria,American 
 Samoa,Andorra,Angola,Anguilla,Antarctica,Antigua and 
 Barbuda,Argentina,Armenia,Aruba,Australia,Austria,Azerbaijan,Bahamas,Bahrain,Bangladesh,Barbados,Belarus,Belgium,Belize,Benin,Bermuda,Bhutan,Bolivia,Bosnia 
 and Herzegovina,Botswana,Bouvet Island,Brazil,British Indian Ocean Territory,Brunei 
 Darussalam,Bulgaria,Burkina Faso,Burundi,Cambodia,Cameroon,Canada,Cape 
 Verde,Cayman Islands,Central African Republic,Chad,Chile,China,Christmas 
 Island,Cocos (Keeling Islands),Colombia,Comoros,Congo,Cook Islands,Costa 
 Rica,Cote D'Ivoire (Ivory Coast),Croatia (Hrvatska,Cuba,Cyprus,Czech 
 Republic,Denmark,Djibouti,Dominica,Dominican Republic,East Timor,Ecuador,Egypt,El 
 Salvador,Equatorial Guinea,Eritrea,Estonia,Ethiopia,Falkland Islands (Malvinas),Faroe 
 Islands,Fiji,Finland,France,France,Metropolitan,French Guiana,French Polynesia,French 
 Southern 
 Territories,Gabon,Gambia,Georgia,Germany,Ghana,Gibraltar,Greece,Greenland,Grenada,Guadeloupe,Guam,Guatemala,Guinea,Guinea-
Bissau,Guyana,Haiti,Heard and McDonald Islands,Honduras,Hong 
 Kong,Hungary,Iceland,India,Indonesia,Iran,Iraq,Ireland,Israel,Italy,Jamaica,Japan,Jordan,Kazakhstan,Kenya,Kiribati,Korea 
 (North),Korea 
 (South),Kuwait,Kyrgyzstan,Laos,Latvia,Lebanon,Lesotho,Liberia,Libya,Liechtenstein,Lithuania,Luxembourg,Macau,Macedonia,Madagascar,Malawi,Malaysia,Maldives,Mali,Malta,Marshall 
 Islands,Martinique,Mauritania,Mauritius,Mayotte,Mexico,Micronesia,Moldova,Monaco,Mongolia,Montserrat,Morocco,Mozambique,Myanmar,Namibia,Nauru,Nepal,Netherlands,Netherlands 
 Antilles,New Caledonia,New Zealand,Nicaragua,Niger,Nigeria,Niue,Norfolk 
 Island,Northern Mariana Islands,Norway,Oman,Pakistan,Palau,Panama,Papua 
 New Guinea,Paraguay,Peru,Philippines,Pitcairn,Poland,Portugal,Puerto 
 Rico,Qatar,Reunion,Romania,Russian Federation,Rwanda,Saint Kitts and Nevis,Saint 
 Lucia,Saint Vincent and The Grenadines,Samoa,San Marino,Sao Tome and Principe,Saudi 
 Arabia,Senegal,Seychelles,Sierra Leone,Singapore,Slovak Republic,Slovenia,Solomon 
 Islands,Somalia,South Africa,S. Georgia and S. Sandwich Isls.,Spain,Sri 
 Lanka,St. Helena,St. Pierre and Miquelon,Sudan,Suriname,Svalbard and Jan Mayen 
 Islands,Swaziland,Sweden,Switzerland,Syria,Tajikistan,Tanzania,Thailand,Togo,Tokelau,Tonga,Trinidad 
 and Tobago,Tunisia,Turkey,Turkmenistan,Turks and Caicos 
 Islands,Tuvalu,Uganda,Ukraine,United Arab Emirates,United Kingdom (Britain / UK),United 
 States of America (USA),US Minor Outlying Islands,Uruguay,Uzbekistan,Vanuatu,Vatican City 
 State (Holy See),Venezuela,Viet Nam,Virgin Islands (British),Virgin Islands (US),Wallis 
 and Futuna Islands,Western Sahara,Yemen,Yugoslavia,Zaire,Zambia,Zimbabwe", 
      "description": "What country were you born in?", 
      "listType": "str", 
      "isOptional": true 
    }, 
    { 
      "name": "promotion", 
      "displayName": "Do you want to receive promotional newsletter from us?", 
      "type": "bool", 
      "isOptional": true 
    } 
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  ]
}        
         

カスタムビジュアルスクリプトの例
以下の例で行われる変換はどれも等価です。ただし、2 番目の例 (SparkSQL) が最もクリーンで効率的で
す。その次が Pandas UDF で、最後は最初の例の低レベルのマッピングです。次の例は、2 つの列を合計
する単純な変換の完全な例です。

from awsglue import DynamicFrame 
  
# You can have other auxiliary variables, functions or classes on this file, it won't 
 affect the runtime
def record_sum(rec, col1, col2, resultCol): 
    rec[resultCol] = rec[col1] + rec[col2] 
    return rec 
  
  
# The number and name of arguments must match the definition on json config file
# (expect self which is the current DynamicFrame to transform
# If an argument is optional, you need to define a default value here
#  (resultCol in this example is an optional argument)
def custom_add_columns(self, col1, col2, resultCol="result"): 
    # The mapping will alter the columns order, which could be important 
    fields = [field.name for field in self.schema()] 
    if resultCol not in fields: 
        # If it's a new column put it at the end 
        fields.append(resultCol) 
    return self.map(lambda record: record_sum(record, col1, col2, 
 resultCol)).select_fields(paths=fields) 
  
  
# The name we assign on DynamicFrame must match the configured "functionName"
DynamicFrame.custom_add_columns = custom_add_columns 
         

次の例は、SparkSQL API を利用した同等の変換です。

from awsglue import DynamicFrame 
  
# The number and name of arguments must match the definition on json config file
# (expect self which is the current DynamicFrame to transform
# If an argument is optional, you need to define a default value here
#  (resultCol in this example is an optional argument)
def custom_add_columns(self, col1, col2, resultCol="result"): 
    df = self.toDF() 
    return DynamicFrame.fromDF( 
        df.withColumn(resultCol, df[col1] + df[col2]) # This is the conversion logic 
        , self.glue_ctx, self.name)  
  
  
# The name we assign on DynamicFrame must match the configured "functionName"
DynamicFrame.custom_add_columns = custom_add_columns            
         

次の例では同じ変換を使用していますが、Pandas UDF を使用しているため、プレーン UDF を使用するよ
りも効率的です。Pandas UDF を書く方法の詳細については、Apache Spark SQL のドキュメントを参照
してください。

from awsglue import DynamicFrame
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動画

import pandas as pd
from pyspark.sql.functions import pandas_udf 
  
# The number and name of arguments must match the definition on json config file
# (expect self which is the current DynamicFrame to transform
# If an argument is optional, you need to define a default value here
#  (resultCol in this example is an optional argument)
def custom_add_columns(self, col1, col2, resultCol="result"): 
    @pandas_udf("integer")  # We need to declare the type of the result column 
    def add_columns(value1: pd.Series, value2: pd.Series) # pd.Series: 
        return value1 + value2 
  
    df = self.toDF() 
    return DynamicFrame.fromDF( 
        df.withColumn(resultCol, add_columns(col1, col2)) # This is the conversion logic 
        , self.glue_ctx, self.name)  
  
# The name we assign on DynamicFrame must match the configured "functionName"
DynamicFrame.custom_add_columns = custom_add_columns             
         

動画
次の動画では、ビジュアルカスタム変換の概要と使用方法を紹介しています。

データレイクフレームワークを AWS Glue Studio 
で使用する

概要
オープンソースのデータレイクフレームワークは、Amazon S3 上に構築されたデータレイクに保存された
ファイルのインクリメンタルデータ処理を簡素化します。AWS Glue 3.0 以降では、次のオープンソースの
データレイクストレージフレームワークをサポートしています。

• Apache Hudi
• Linux Foundation Delta Lake
• Apache Iceberg

AWS Glue はこれらのフレームワークをネイティブにサポートしているため、トランザクションが一貫し
た方法で、Amazon S3 に保存したデータを読み書きできます。AWS Glue ジョブでこれらのフレームワー
クを使用する場合でも、別のコネクタをインストールしたり、設定手順を追加で実行したりする必要はあ
りません。

データレイクフレームワークは、Spark Script Editor ジョブから AWS Glue Studio 内のソースまたはター
ゲットとして使用できます。Apache Hudi、Apache Iceberg、Delta Lake の使用方法の詳細については、
「AWS Glue ETL ジョブでデータレイクフレームワークを使用する」を参照してください。

AWS Glue Studio Glue で Hudi フレームワークを使用
する
ジョブを作成または編集すると、AWS Glue Studio では、使用している AWS Glue のバージョンに応じて
対応する Hudi ライブラリが自動的に追加されます。詳細は、「AWS Glue での Hudi フレームワークの使
用」を参照してください。
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AWS Glue Studio Glue で Hudi フレームワークを使用する

データカタログのデータソースで Apache Hudi フレームワークを使用する

Hudi データソースフォーマットをジョブに追加するには:

1. [ソース] メニューで、[AWS Glue Studio データカタログ] を選択します。
2. [Data source properties] (データソースのプロパティ) タブで、データベースとテーブルを選択しま

す。
3. AWS Glue Studio に、フォーマットタイプとして Apache Hudi と Amazon S3 URL が表示されます。

Amazon S3 データソースで Hudi フレームワークを使用する

1. [Source] (ソース) メニューで、[Amazon S3] を選択します。
2. Amazon S3 ソースタイプとしてデータカタログテーブルを選択する場合は、データベースとテーブル

を選択します。
3. AWS Glue Studio に、Apache Hudi と Amazon S3 URL がフォーマットとして表示されます。
4. Amazon S3 ソースタイプとして Amazon S3 の場所を選択する場合は、[Browse Amazon S3]

(Amazon S3 を参照) をクリックして Amazon S3 URL を選択します。
5. [Data format] (データフォーマット) で、[Apache Hudi] を選択します。

Note

AWS Glue Studio が、選択した Amazon S3 フォルダまたはファイルからスキーマを推測で
きない場合は、[Additional options] (追加オプション) を選択し、新しいフォルダまたはファイ
ルを選択します。
[Additional options] (追加オプション) の [Schema inference] (スキーマ推論) から、次のオプ
ションを選択します。

• [AWS Glue Studio にサンプルファイルを自動選択させる] — スキーマを推測できるよ
う、AWS Glue Studio が Amazon S3 の場所にあるサンプルファイルを選択します。自動
選択されたファイルは [Auto-sampled file] (自動サンプル化ファイル) フィールドで確認で
きます。

• [Choose a sample file from Amazon S3] (Amazon S3 からサンプルファイルを選択) -
[Browse Amazon S3] (Amazon S3 を参照) をクリックし、使用する使用する Amazon S3 
ファイルを選択します。

6. [Infer schema] (スキーマを推測) をクリックします。続いて、[Output schema] (出力スキーマ) タブを
クリックすると、出力スキーマを確認できます。

7. [Additional options] (追加オプション) をクリックし、キー値ペアを入力します。
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AWS Glue Studio Glue で Hudi フレームワークを使用する

データターゲットで Apache Hudi フレームワークを使用する

データカタログのデータターゲットで Apache Hudi フレームワークを使用する

1. [ターゲット] メニューで [AWS Glue Studio データカタログ] を選択します。
2. [Data source properties] (データソースのプロパティ) タブで、データベースとテーブルを選択しま

す。
3. AWS Glue Studio に、フォーマットタイプとして Apache Hudi と Amazon S3 URL が表示されます。

Amazon S3 データターゲットで Apache Hudi フレームワークを使用する

値を入力するか、使用可能なオプションの中から選択し、Apache Hudi 形式を設定します。Apache Hudi 
の詳細については、「Apache Hudi のドキュメント」を参照してください。
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AWS Glue Studio Glue で Hudi フレームワークを使用する

• [Hudi Table Name] (Hudi テーブル名) — お使いの Hudi Table の名前です。
• [Hudi Storage Type] (Hudi ストレージタイプ) — 次の 2 つのうちいずれかを選択します。

• [Copy on write] (書き込み時にコピー) — 読み取りパフォーマンスの最適化のため、推奨されていま
す。こちらはデフォルトの Hudi ストレージタイプです。書き込み中、更新するたびに新しいバー
ジョンのファイルが作成されます。

• [Merge on read] (読み取り時に結合) — 書き込みレイテンシーの最小化のため、推奨されています。
更新は、行形式の差分ファイルに記録され、必要に応じて圧縮されて、新しいバージョンの列形式の
ファイルが作成されます。

104



AWS Glue Studio ユーザーガイド
AWS Glue Studio Glue で Hudi フレームワークを使用する

• [Hudi Write Operation] (Hudi 書き込みオペレーション) - 次の中から選択します。
• [Upsert] (アップサート) — デフォルトのオペレーションで、入力レコードはインデックスを検索して

挿入または更新として最初にタグ付けされます。既存データを更新する場合に推奨されています。
• [Insert] (インサート) — レコードが挿入されます。ただし、既存のレコードはチェックされないため重

複する可能性があります。
• [Bulk Insert] (一括インサート) — レコードを挿入します。データの量が多い場合に推奨されていま

す。
• [Hudi Record Key Fields] (Hudi レコードキーフィールド) — 検索バーを使ってプライマリレコードキー

を検索し選択します。Hudi のレコードは、レコードキーとレコードが属しているパーティションパスの
ペアから成るプライマリキーで識別されます。

• [Hudi Precombine Field] (Hudi 事前結合フィールド) — 実際に書き込む前の事前結合で使用されるフィー
ルドです。2 つのレコードのキー値が同じである場合、AWS Glue Studio は、事前結合フィールドの値
が大きい方のレコードを選択します。増分値 (例: updated_at) が属するフィールドを設定します。

• [Compression Type] (圧縮タイプ) — 圧縮タイプ (非圧縮、GZIP、LZO、Snappy) の中から 1 つ選択しま
す。

• [Amazon S3 Target Location] (Amazon S3 ターゲットの場所) — [Browse S3] (S3 を参照) をクリックし
て Amazon S3 ターゲットの場所を選択します。

• [Data Catalog update options] (データカタログ更新オプション) — 次の中から選択します。
• Do not update the Data Catalog(データカタログを更新しない): (デフォルト) スキーマが変更された

り、新しいパーティションが追加された場合、ジョブでデータカタログを更新したくない場合は、こ
のオプションを選択します。

• [Create a table in the Data Catalog and on subsequent runs, update the schema and add new 
partitions] (データカタログにテーブルを作成し、それ以降の実行時にスキーマを更新して新しいパー
ティションを追加する): このオプションを選択すると、最初のジョブの実行時に、ジョブによりデー
タカタログにテーブルが作成されます。それ以降のジョブの実行時にスキーマが変更されたり、新し
いパーティションが追加されたりすると、ジョブによりデータカタログテーブルが更新されます。

また、データカタログからデータベースを選択し、テーブル名を入力する必要があります。
• [Create a table in the Data Catalog and on subsequent runs, keep existing schema and add new 

partitions] (データカタログでテーブル作成し、それ以降の実行時に既存のスキーマの保持して新しい
パーティションを追加する): このオプションを選択すると、最初のジョブの実行時に、ジョブにより
データカタログにテーブルが作成されます。それ以降のジョブの実行時に、新しいパーティションを
追加するため、ジョブでデータカタログテーブルが更新されます。

また、データカタログからデータベースを選択し、テーブル名を入力する必要があります。
• Partition keys (パーティションキー): 出力でパーティションキーとして使用する列を選択します。さらに

パーティションキーを追加するには、[Add a partition key] (パーティションキーの追加) を選択します。
• [Addtional options] (追加オプション) — 必要に応じてキーと値のペアを入力します。

AWS Glue Studio によるコード生成
ジョブを保存すると、Hudi のソースまたはターゲットが検出された場合に、次のジョブパラメータがジョ
ブに追加されます。

• --datalake-formats — ビジュアルジョブで、([Format] (形式) を選択することで、直接的または
データレイクでバックアップされたカタログテーブルを選択することで間接的に) 検出されたデータレ
イク形式の個別リスト。

• --conf  — --datalake-formats の値に基づいて生成される。例えば、--
datalake-formats の値が「hudi」である場合、AWS Glue はこのパラメータの
spark.serializer=org.apache.spark.serializer.KryoSerializer —conf 
spark.sql.hive.convertMetastoreParquet=false の値を生成します。
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AWS Glue Studio でデータレ

イクフレームワークを使用する

AWS Glue が提供したライブラリのオーバーライド
AWS Glue でサポートされていない Hudi のバージョンを使用するには、独自の Hudi ライブラリ JAR ファ
イルを指定します。独自の JAR ファイルを使用するには:

• --extra-jars ジョブパラメータを使用します。例えば、'--extra-jars': 
's3pathtojarfile.jar' です。詳細については、「AWS Glue ジョブのパラメータ」を参照してく
ださい。

• --datalake-formats ジョブパラメータの値として、hudi を含めることはできません。値として空
白の文字列を入力すると、AWS Glue はデータレイクライブラリを自動的に提供することができませ
ん。詳細は、「AWS Glue での Hudi フレームワークの使用」を参照してください。

AWS Glue Studio でデータレイクフレームワークを使
用する
データソースでデータレイクフレームワークを使用する
Amazon S3 データソースでデータレイクフレームワークを使用する

1. [Source] (ソース) メニューで、[Amazon S3] を選択します。
2. Amazon S3 ソースタイプとしてデータカタログテーブルを選択する場合は、データベースとテーブル

を選択します。
3. AWS Glue Studio に、Delta Lake と Amazon S3 URL がフォーマットとして表示されます。
4. [Additional options] (追加オプション) をクリックし、キー値ペアを入力します。例えば、キーと値の

ペアは次のようになります。キー: timestampAsOf、値: 2023-02-24 14:16:18。

5. Amazon S3 ソースタイプとして Amazon S3 の場所を選択する場合は、[Browse Amazon S3]
(Amazon S3 を参照) をクリックして Amazon S3 URL を選択します。

6. [Data format] (データ形式) で [Delta Lake] を選択します。

Note

AWS Glue Studio が、選択した Amazon S3 フォルダまたはファイルからスキーマを推測で
きない場合は、[Additional options] (追加オプション) を選択し、新しいフォルダまたはファイ
ルを選択します。
[Additional options] (追加オプション) の [Schema inference] (スキーマ推論) から、次のオプ
ションを選択します。

• [AWS Glue Studio にサンプルファイルを自動選択させる] — スキーマを推測できるよ
う、AWS Glue Studio が Amazon S3 の場所にあるサンプルファイルを選択します。自動
選択されたファイルは [Auto-sampled file] (自動サンプル化ファイル) フィールドで確認で
きます。
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• [Choose a sample file from Amazon S3] (Amazon S3 からサンプルファイルを選択) -
[Browse Amazon S3] (Amazon S3 を参照) をクリックし、使用する使用する Amazon S3 
ファイルを選択します。

7. [Infer schema] (スキーマを推測) をクリックします。続いて、[Output schema] (出力スキーマ) タブを
クリックすると、出力スキーマを確認できます。

データカタログのデータソースで Delta Lake フレームワークを使用する

1. [ソース] メニューで、[AWS Glue Studio データカタログ] を選択します。
2. [Data source properties] (データソースのプロパティ) タブで、データベースとテーブルを選択しま

す。
3. AWS Glue Studio に、フォーマットタイプとして Delta Lake と Amazon S3 URL が表示されます。

Note

Delta Lake ソースが AWS Glue データカタログテーブルとしてまだ登録されていない場合
は、次の 2 つの方法があります。

1. Delta Lake データストアの AWS Glue クローラーを作成します。詳細は、「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。

2. Amazon S3 データソースを使用して Delta Lake のデータソースを選択します。「
Amazon S3 データソースでデータレイクフレームワークを使用する  (p. 106)」を参照し
てください。

データターゲットで Delta Lake フォーマットを使用する
データカタログのデータターゲットで Delta Lake フォーマットを使用する

1. [ターゲット] メニューで [AWS Glue Studio データカタログ] を選択します。
2. [Data source properties] (データソースのプロパティ) タブで、データベースとテーブルを選択しま

す。
3. AWS Glue Studio に、フォーマットタイプとして Delta Lake と Amazon S3 URL が表示されます。

Amazon S3 データソースで Delta Lake フォーマットを使用する

値を入力するか使用可能なオプションの中から選択し、Delta Lake 形式を設定します。

• [Compression Type] (圧縮タイプ) — 圧縮タイプ (非圧縮、Snappy) の中から 1 つ選択します。
• [Amazon S3 Target Location] (Amazon S3 ターゲットの場所) — [Browse S3] (S3 を参照) をクリックし

て Amazon S3 ターゲットの場所を選択します。
• [Data Catalog update options] (データカタログ更新オプション) — Glue Studio ビジュアルエディターで

は、この形式のデータカタログの更新はサポートされていません。
• Do not update the Data Catalog(データカタログを更新しない): (デフォルト) スキーマが変更された

り、新しいパーティションが追加された場合、ジョブでデータカタログを更新したくない場合は、こ
のオプションを選択します。

• AWS Glue ジョブの実行後にデータカタログを更新するには、AWS Glue クローラーを実行またはス
ケジュールします。詳細は、「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。

• [Partition keys] (パーティションキー): 出力でパーティションキーとして使用する列を選択します。さら
にパーティションキーを追加するには、[Add a partition key] (パーティションキーの追加) を選択しま
す。
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AWS Glue Studio での Apache 
Iceberg フレームワークの使用

• [Additional options] (追加オプション) をクリックして、キー値ペアを入力します。例えば、キーと値の
ペアは次のようになります。キー: timestampAsOf、値: 2023-02-24 14:16:18。

AWS Glue Studio での Apache Iceberg フレームワー
クの使用
データターゲットで Apache Iceberg フレームワークを使用する

データカタログのデータターゲットで Apache Iceberg フレームワークを使用す
る

1. [ターゲット] メニューで [AWS Glue Studio データカタログ] を選択します。
2. [Data source properties] (データソースのプロパティ) タブで、データベースとテーブルを選択しま

す。
3. AWS Glue Studio に、フォーマットタイプとして Apache Iceberg と Amazon S3 URL が表示されま

す。

Amazon S3 データターゲットで Apache Iceberg フレームワークを使用する

値を入力するか、使用可能なオプションの中から選択し、Apache Iceberg 形式を設定します。

• 形式 — ドロップダウンメニューから [Apache Iceberg] を選択します。
• [Amazon S3 ターゲットの場所] — [S3 を参照] をクリックして Amazon S3 ターゲットの場所を選択しま

す。
• [データカタログの更新オプション] — 続けるには、[データカタログでテーブル作成し、それ以降の実

行時に既存のスキーマの保持して新しいパーティションを追加する] を選択する必要があります。AWS 
Glue を使用して新しい Iceberg テーブルを作成するには、Iceberg テーブルのカタログとして Data 
Catalog を設定する必要があります。Data Catalog に登録されている既存の Iceberg テーブルを更新す
るには、ターゲットとして Data Catalog を選択します。
• [データベース] — Data Catalog からデータベースを選択します。
• [テーブル名] – テーブルの名前を値として入力します。Apache Iceberg のテーブル名は、すべて小文

字でなければなりません。スペースは使用できないため、必要な場合はアンダースコアを使用してく
ださい。例えば、「data_lake_format_tables」のようにします。
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Amazon S3 データソースで Apache Iceberg フレームワークを使
用する

データカタログのデータソースで Apache Iceberg フレームワークを使用する

1. [ソース] メニューで、[AWS Glue Studio データカタログ] を選択します。
2. [Data source properties] (データソースのプロパティ) タブで、データベースとテーブルを選択しま

す。
3. AWS Glue Studio に、フォーマットタイプとして Apache Iceberg と Amazon S3 URL が表示されま

す。
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Amazon S3 データソースで Apache Iceberg フレームワークを使用する

Apache Iceberg は、AWS Glue Studio の Amazon S3 ソースノードのデータオプションとしては使用でき
ません。

データターゲットノードの設定
データターゲットは、変換されたデータがジョブにより書き込まれる場所です。

データターゲットでのオプションの概要
データターゲット (データシンクとも呼ばれます) は、次のようになります。

• S3 – ジョブにより、選択した Amazon S3 の場所にある、指定した形式のファイルにデータが書き込ま
れます。

データターゲットにパーティション列を設定すると、ジョブによりパーティションキーに基づいて 
Amazon S3 へのデータセットがディレクトリに書き込まれます。

• AWS Glue Data Catalog –データカタログ内のテーブルに関連付けられた情報を使用して、ジョブにより
ターゲットの場所に出力データが書き込まれます。
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テーブルは、手動で、またはクローラーを使用して作成できます。また、AWS CloudFormation テンプ
レートを使用して、データカタログにテーブルを作成できます。

• コネクタ – コネクタは、データストアと AWS Glue 間の通信を容易にするコードの一部です。コネクタ
や関連付けられた接続を使用して、ジョブにより出力データがターゲットの場所に書き込まれます。で
提供されるコネクタをサブスクライブするには、AWS Marketplaceまたは、独自のカスタムコネクタを
作成することもできます。詳細については、「AWS Glue Studio にコネクタを追加する (p. 31)」を参照
してください。

ジョブにより Amazon S3 のデータターゲットに書き込みが行われる際、データカタログを更新するよう
に選択できます。このオプションを使用すると、スキーマまたはパーティションの変更時に、クローラー
をリクエストしなくてもデータカタログが更新されます。これにより、テーブルを最新の状態に保つこと
が容易になります。また、このオプションではデータカタログに新しいテーブルを追加したり、テーブル
パーティションを更新したり、ジョブから直接テーブルのスキーマを更新できます。これにより、データ
を分析に使用できるようにするプロセスが簡略化されます。

データターゲットノードの編集
データターゲットは、変換されたデータがジョブにより書き込まれる場所です。

ジョブ図でデータターゲットノードを追加または設定するには

1. (オプション) ターゲットノードを追加する必要がある場合、ビジュアルエディタの上部のツールバー
で [Target] (ターゲット) を選択し、その後 [S3] または [Glue Data Catalog] (Glue データカタログ) を
選択します。

• ターゲットに [S3] を選択した場合、ジョブにより指定した Amazon S3 の場所にある 1 つ以上の
ファイルにデータセットが書き込まれます。

• ターゲットに [AWS Glue Data Catalog] を選択した場合、ジョブによりデータカタログから選択し
たテーブルによって記述された場所に書き込みが行われます。

2. ジョブ図でデータターゲットノードを選択します。ノードを選択すると、ページの右側にノードの詳
細パネルが表示されます。

3. [Node properties] (ノードのプロパティ) タブを選択して、次の情報を入力します。

• Name (名前): ジョブ図でノードに関連付ける名前を入力します。
• Node type (ノードタイプ): 値は既に選択されていますが、必要に応じて変更できます。
• Node parents (ノードの親): 親ノードは、ターゲットの場所に書き込む出力データを提供するジョブ

図内のノードです。事前に設定されたジョブ図では、ターゲットノードで既に親ノードが選択され
ている必要があります。親ノードが表示されていない場合は、リストから親ノードを選択します。

ターゲットノードは、単一の親ノードを持ちます。
4. データターゲットのプロパティ情報を設定する 詳細については、次のセクションを参照してくださ

い。

• データターゲットに Amazon S3 を使用する (p. 112)
• データターゲットにデータカタログテーブルを使用する (p. 113)
• データターゲットにコネクタを使用する (p. 113)

5. (オプション) データターゲットノードのプロパティの設定後、ノードの詳細パネルの [Output schema] 
(出力スキーマ) タブを選択して、データの出力スキーマを表示できます。ジョブ内の任意のノードに
対してこのタブを初めて選択すると、データにアクセスする IAM ロールを指定するよう求められま
す。[Job details] (ジョブの詳細) タブで IAM ロールをまだ指定していない場合、ここで IAM ロールを
入力するよう求められます。
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データターゲットに Amazon S3 を使用する
Amazon S3 とコネクタを除くすべてのデータソースでは、選択するソースタイプの AWS Glue Data 
Catalog にテーブルが存在する必要があります。AWS Glue Studio はデータカタログテーブルを生成しま
せん。

Amazon S3 に書き込むデータターゲットノードを設定するには

1. 新規または保存済みのジョブのビジュアルエディタに移動します。
2. ジョブ図でデータソースノードを選択します。
3. [Data source properties] (データソースのプロパティ) タブを選択して、次の情報を入力します。

• Format (形式): リストから形式を選択します。データ結果に使用できる形式のタイプは次のとおり
です。
• JSON: JavaScript Object Notation。
• CSV: カンマで区切られた値。
• Avro: Apache Avro JSON バイナリ。
• Parquet: Apache Parquet 列指向ストレージ。
• Glue Parquet: データ形式として DynamicFrames 用に最適化されたカスタム Parquet ライター

のタイプ。データに対して事前に計算されたスキーマをリクエストしなくても、スキーマを動的
に計算して変更します。

• ORC: Apache Optimized Row Columnar (ORC) 形式。

これらの形式のオプションについての詳細は、AWS Glue デベロッパーガイドの「Format Options 
for ETL Inputs and Outputs in AWS Glue」を参照してください。

• Compression Type (圧縮タイプ): gzip または bzip2 の形式を使用して、任意でデータを圧縮する
かどうかを選択できます。デフォルトでは圧縮なし、または [None] (なし) です。

• S3 Target Location (S3 ターゲットの場所): Amazon S3 バケットおよびデータを出力する場所。
[Browse S3] (S3 をブラウズ) ボタンをクリックして、アクセスできる Amazon S3 バケットを表示
し、バケットの 1 つをターゲットの宛先として選択できます。

• データカタログの更新オプション
• Do not update the Data Catalog(データカタログを更新しない): (デフォルト) スキーマが変更され

たり、新しいパーティションが追加された場合、ジョブでデータカタログを更新したくない場合
は、このオプションを選択します。

• Create a table in the Data Catalog and on subsequent runs, update the schema and add new 
partitions (データカタログにテーブルを作成し、それ以降の実行時にスキーマを更新して新しい
パーティションを追加する): このオプションを選択すると、最初のジョブの実行時に、ジョブに
よりデータカタログにテーブルが作成されます。それ以降のジョブの実行時にスキーマが変更さ
れたり、新しいパーティションが追加されたりすると、ジョブによりデータカタログテーブルが
更新されます。

また、データカタログからデータベースを選択し、テーブル名を入力する必要があります。
• [Create a table in the Data Catalog and on subsequent runs, keep existing schema and add new 

partitions] (データカタログでテーブル作成し、それ以降の実行時に既存のスキーマの保持して新
しいパーティションを追加する): このオプションを選択すると、最初のジョブの実行時に、ジョ
ブによりデータカタログにテーブルが作成されます。それ以降のジョブの実行時に、新しいパー
ティションを追加するため、ジョブでデータカタログテーブルが更新されます。

また、データカタログからデータベースを選択し、テーブル名を入力する必要があります。
• Partition keys (パーティションキー): 出力でパーティションキーとして使用する列を選択します。

さらにパーティションキーを追加するには、[Add a partition key] (パーティションキーの追加) を
選択します。
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データターゲットにデータカタログテーブルを使用する
Amazon S3 とコネクタを除くすべてのデータソースでは、選択するターゲットタイプの AWS Glue Data 
Catalog にテーブルが存在する必要があります。AWS Glue Studio はデータカタログテーブルを生成しま
せん。

データカタログテーブルを使用するターゲットのデータプロパティを設定するには

1. 新規または保存済みのジョブのビジュアルエディタに移動します。
2. ジョブ図でデータターゲットノードを選択します。
3. [Data target properties] (データターゲットのプロパティ) タブを選択して、次の情報を入力します。

• Database (データベース): 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をリストから選
択します。このデータベースは、データカタログに既に存在している必要があります。

• Table (テーブル): 出力データのスキーマを定義するテーブルをリストから選択します。このテーブ
ルは、データカタログに既に存在している必要があります。

データカタログのテーブルは、列名、データ型の定義、パーティション情報、およびターゲットの
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。ジョブにより、データカタログの
このテーブルで示されている場所に書き込みが行われます。

データカタログでのテーブルの作成についての詳細は、AWS Glue デベロッパーガイドの「Defining 
Tables in the Data Catalog」を参照してください。

• データカタログの更新オプション
• Do not change table definition (テーブルの定義を変更しない)： (デフォルト) スキーマが変更され

たり、新しいパーティションが追加された場合、ジョブでデータカタログを更新したくない場合
は、このオプションを選択します。

• [Update schema and add new partitions] (スキーマを更新して新しいパーティションを追加する): 
このオプションを選択すると、スキーマが変更されたり新しいパーティションが追加される際
に、ジョブによりデータカタログテーブルが更新されます。

• [Keep existing schema and add new partitions] (既存のスキーマを保持して新しいパーティション
を追加する): このオプションを選択すると、ジョブにより データカタログテーブルが更新され、
新しいパーティションが追加されます。

• Partition keys (パーティションキー): 出力でパーティションキーとして使用する列を選択します。
さらにパーティションキーを追加するには、[Add a partition key] (パーティションキーの追加) を
選択します。

データターゲットにコネクタを使用する
ノードタイプにコネクタを選択する場合、カスタムコネクタを使用したジョブのオーサリング (p. 38) の説
明に従って、データターゲットのプロパティ設定を完了します。

ジョブスクリプトの編集またはアップロード
AWS Glue Studio のビジュアルエディタを使用して、ジョブスクリプトを編集したり、独自のスクリプト
をアップロードします。

ジョブが AWS Glue Studio で作成された場合にのみ、ビジュアルエディタを使用してジョブノードを編集
できます。 AWS Glue コンソールをAPI コマンドを通して、またはコマンドラインインターフェイス (CLI) 
を使用してジョブが作成された場合、AWS Glue Studio 中のスクリプトエディタを使用して、ジョブスク
リプト、パラメータ、スケジュールを編集できます。ジョブをスクリプト専用モードに変換して、AWS 
Glue Studio 内に作成されたジョブのスクリプトを編集することもできます。
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ジョブスクリプトを編集または独自のスクリプトをアップロードするには

1. 新しいジョブを作成する場合、[Jobs] (ジョブ) ページで、[Spark script editor] (Spark スクリプトエ
ディタ) オプションを選択して Spark ジョブを作成するか、[Python Shell script editor] (Python シェ
ルスクリプトエディタ) を選択して Python シェルジョブを作成します。新しいスクリプトを作成する
か、既存のスクリプトをアップロードできます。[Spark script editor] (Spark スクリプトエディタ) を
選択した場合、Scala スクリプトまたは Python スクリプトのいずれかを作成またはアップロードでき
ます。[Python Shell script editor] (Python シェルスクリプトエディタ) を選択した場合、Python スクリ
プトの作成またはアップロードのみが可能です。

新しいジョブを作成するオプションを選択した後、表示される [Options] (オプション) セクションで、
スタータースクリプト (定型コードを含む新しいスクリプトを作成) から開始するか、ジョブスクリプ
トとして使用するローカルファイルをアップロードするかを選択できます。

[Spark script editor] (Spark スクリプトエディタ) を選択した場合、Python または Scala スクリプト
ファイルのどちらかをアップロードできます。Scala スクリプトには、ファイル拡張子 .scala が必
要です。Python スクリプトは、Python タイプのファイルとして認識される必要があります。[Python 
Shell script editor] (Python シェルスクリプトエディタ) を選択した場合、Python スクリプトファイル
のみをアップロードできます。

選択が完了したら、[Create] (作成) をクリックしてジョブを作成し、ビジュアルエディタを開きま
す。

2. 新規または保存済みのジョブのビジュアルジョブエディタに移動して、[Script] (スクリプト) タブを選
択します。

3. スクリプトエディタのオプションを使用して新しいジョブを作成しておらず、既存のジョブのスクリ
プトを編集したことがない場合、[Script] (スクリプト) タブには、[Script (Locked)] (スクリプト (ロッ
クされています)) という見出しが表示されます。これは、スクリプトエディタが読み取り専用モード
であることを意味します。[Edit script] (スクリプトの編集) を選択して、編集用のスクリプトのロック
を解除します。

スクリプトを編集可能にするには、AWS Glue Studio がジョブをビジュアルジョブからスクリプト専
用ジョブに変換します。編集用にスクリプトをロック解除すると、保存後にこのジョブでビジュアル
エディタを使用できなくなります。

確認ウィンドウで、[Confirm] (確認) を選択して続行するか、[Cancel] (キャンセル) を選択して引き続
きビジュアルの編集にジョブを使用します。

[Confirm] (確認) を選択すると、[Visual] (ビジュアル) タブはエディタに表示されなくなります。AWS 
Glue Studio を使って、スクリプトエディタを使用したスクリプトを変更したり、ジョブの詳細やスケ
ジュールを変更したり、実行中のジョブを表示したりできます。

Note

ジョブを保存するまで、スクリプト専用ジョブへの変換は永続的ではありません。コンソー
ルのウェブページを更新したり、ビジュアルエディタでジョブを保存する前に閉じて再度開
いても、ビジュアルエディタで個々のノードを編集できます。

4. 必要に応じて、スクリプトを編集します。

スクリプトの編集が終了したら、[Save] (保存) をクリックしてジョブを保存し、ジョブをビジュアル
からスクリプト専用に永続的に変換します。

5. (オプション)[Script] タブ 上の[Download]ボタンを選択することにより、AWS Glue Studio コンソール
からのスクリプトをダウンロードできます。このボタンをクリックすると、新しいブラウザウィンド
ウが開き、Amazon S3 内にあるその場所からのスクリプトが表示されます。[Job details] (ジョブの詳
細) タブの [Script filename] (スクリプトファイル名) および [Script path] (スクリプトパス) パラメータ
により、Amazon S3 のスクリプトファイルの名前と場所が決定します。
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ジョブを保存すると、AWS Glue によりこれらのフィールドで指定された場所にジョブスクリプトが
保存されます。Amazon S3 内のこの場所にあるスクリプトファイルを変更すると、AWS Glue Studio 
は次回ジョブを編集するときに、変更されたスクリプトをロードします。

AWS Glue Studio 中の Scala スクリプトの作成および
編集
ジョブの作成のためにスクリプトエディタを選択する場合、デフォルトでは、ジョブのプログラミング言
語は Python 3 に設定されています。スクリプトをアップロードするのではなく、新しいスクリプトの記
述を選択した場合、AWS Glue Studio は、Python 内に記述された定型テキストを用いて新しいスクリプト
を開始します。Scala スクリプトを記述する場合は、Scala を使用するよう最初にスクリプトエディタを設
定する必要があります。

Note

ジョブのプログラミング言語として Scala を選択し、ビジュアルエディタを使用してジョブを設
計する場合、生成されるジョブスクリプトは Scala で記述されます。それ以上のアクションは必
要ありません。

AWS Glue Studio 中の新しい Scala スクリプトの作成

1. [Spark script editor] (Spark スクリプトエディタ) オプションを選択して、新しいジョブを作成しま
す。

2. [Options] (オプション) の、[Create a new script with boilerplate code] (定型コードで新しいスクリプト
を作成する) を選択します。

3. [Job details] (ジョブの詳細) タブを選択し、[Language] (言語) を [Scala] (Python 3 ではなく) に設
定します。
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シェルジョブの作成および編集

Note

[Spark script editor] (Spark スクリプトエディタ) オプションを選択してジョブを作成する
と、ジョブの [Type] (タイプ) プロパティは Spark に自動的に設定されます。

4. [Script] (スクリプト) タブを選択します。
5. Python の定型テキストを削除します。これを、次の Scala の定型テキストに置き換えることができま

す。

import com.amazonaws.services.glue.{DynamicRecord, GlueContext}
import org.apache.spark.SparkContext
import com.amazonaws.services.glue.util.JsonOptions
import com.amazonaws.services.glue.util.GlueArgParser
import com.amazonaws.services.glue.util.Job

object MyScript { 
  def main(args: Array[String]): Unit = { 
    val sc: SparkContext = new SparkContext() 
    val glueContext: GlueContext = new GlueContext(sc) 

    }
}

6. エディタで Scala ジョブスクリプトを記述します。必要に応じて、他の import ステートメントを追
加します。

AWS Glue Studio 中の Python シェルジョブの作成お
よび編集
ジョブの作成に Python シェルスクリプトエディタを選択すると、既存の Python スクリプトをアップロー
ドするか、新しい Python スクリプトを記述できます。新しいスクリプトを作成する場合、定型コードが
新しい Python ジョブスクリプトに追加されます。

新しい Python シェルジョブを作成するには

「ジョブの作成プロセスの開始 (p. 24)」の手順を参照してください。

Python シェルジョブでサポートされているジョブプロパティは、Spark ジョブでサポートされているもの
とは異なります。次のリストは、[Job details] (ジョブの詳細) タブでの、Python シェルジョブで使用可能
なジョブパラメータの変更について示しています。

• ジョブの [Type] (タイプ) プロパティは自動的に [Python Shell] に設定され、変更はできません。
• [Language] (言語) の代わりに、ジョブ用の [Python version] (Python バージョン) プロパティがありま

す。現在、AWS Glue Studio で作成される Python シェルジョブは Python 3.6 を使用します。
• [Glue version] (Glue バージョン) プロパティは Python シェルジョブには適用されないため、使用できま

せん。
• [Worker type] (ワーカータイプ) および [Number of workers] (ワーカー数) の代わりに、[Data processing 

units] (データ処理ユニット) プロパティが表示されます。このジョブプロパティにより、ジョブの実行時
に Python シェルによって消費されるデータ処理ユニット (DPU) の数が決定します。

• [Job bookmark] (ジョブのブックマーク) プロパティは Python シェルジョブではサポートされていない
ため、使用できません。

• [Advanced properties] (詳細プロパティ) の次のプロパティは Python シェルジョブでは使用できません。
• ジョブのメトリクス
• 連続ログ記録
• [Spark UI] および [Spark UI logs path] (Spark UI ログパス)

116



AWS Glue Studio ユーザーガイド
ジョブ図にノードを追加する

• 見出し [Libraries] (ライブラリ) の下の [依存 JARS パス]

ジョブ図にノードを追加する
ジョブに他のデータソース、変換、データターゲットを追加して、より複雑な ETL アクションをサポート
できます。

ジョブ図にノードを追加するには

1. 新規または保存済みのジョブのビジュアルエディタに移動して、[Visual] (ビジュアル) タブを選択しま
す。

2. ツールバーのボタンで、特定のタイプのノード ([Source] (ソース)、[Transform] (変換)、[Target] (ター
ゲット))を追加します。

3. 次のセクションで説明するように、ノードを編集します。

• ソースノードについては、「データソースノードへの接続 (p. 47)」を参照してください。
• 変換ノードについては、「AWS Glue マネージドデータ変換ノードの編集 (p. 56)」を参照してく

ださい。
• データターゲットノードについては、「データターゲットノードの編集 (p. 111)」を参照してくだ

さい。
4. ジョブ図で 2 つのノード間にノードを挿入する場合は、次の操作を実行します。

a. 新しいノードの親となるノードを選択します。
b. いずれかのツールバーのボタンを選択して、ジョブ図に新しいノードを追加します。新しいノー

ドは、現在選択されているノードの子として追加されます。
c. 新しく追加されたノードの子となるノードを選択し、新しく追加されたノードをポイントするよ

うに親ノードを変更します。

誤ってノードを追加した場合は、[Undo] (元に戻す) ボタンをクリックして、アクションを元に戻します。

ジョブ図でノードの親ノードを変更する
ノードの親を変更して、ジョブ図内のノードを移動したり、ノードのデータソースを変更できます。

親ノードを変更するには

1. ジョブ図で変更するノードを選択します。
2. ノードの詳細パネルの [Node properties] (ノードのプロパティ) タブの、見出し [Node parents] (ノード

の親) の下で、そのノードの現在の親を削除します。
3. リストから新しい親ノードを選択します。
4. 必要に応じて、新しく選択した親ノードと一致するように、ノードのその他のプロパティを変更しま

す。
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誤ってノードを変更した場合は、[Undo] (元に戻す) ボタンをクリックして、アクションを元に戻します。

ジョブ図からノードを削除する
ジョブ図からノードを削除できます。

ノードを削除するには

1. 新規または保存済みのジョブのビジュアルエディタに移動して、[Visual] (ビジュアル) タブを選択しま
す。

2. 削除するノードを選択します。
3. ビジュアル編集ペインの上部にあるツールバーで、[Remove] (削除) ボタンをクリックします。
4. 削除したノードに子ノードがあった場合は、必要に応じてそれらのノードの親を変更します。

誤ってノードを削除した場合は、[Undo] (元に戻す) ボタンをクリックして、アクションを元に戻します。

AWS Glue データカタログノードにソースパラメー
タとターゲットパラメータを追加する

AWS Glue Studio によって、ビジュアルジョブをパラメータ化できます。本番環境と開発環境ではカタロ
グテーブル名が異なる場合があるため、ジョブの実行時に実行されるデータベースとテーブルのランタイ
ムパラメータを定義して選択できます。

ジョブのパラメータ化により、ソースとターゲットをパラメータ化して、AWS Glue データカタログノー
ドを使用する際にそれらのパラメータをジョブに保存できます。ソースとターゲットをパラメータとして
指定すると、特に同じジョブを複数の環境で使用する場合に、ジョブの再利用が可能になります。ソース
とターゲットを管理する時間と労力を節約して、デプロイメント環境全体でコードをプロモートする際に
役立ちます。さらに、指定したカスタムパラメータは、特定の実行のデフォルト引数をオーバーライドし
ます。AWS Glue仕事。

ソースパラメータとターゲットパラメータを追加するには

AWS Glue データカタログノードをソースまたはターゲットとして使用しているかどうかにかかわら
ず、[Job details] (ジョブの詳細) タブの [Advanced properties] (詳細プロパティ) セクションでランタイム
パラメータを定義できます。

1. ソースノードまたはターゲットノードとして AWS Glue データカタログノードを選択します。
2. [Job details] (ジョブの詳細) タブを選択します。
3. [Advanced properties] (詳細プロパティ) を選択します。
4. [Job parameters] (ジョブパラメータ) セクションで、キー値を入力します。例えば、--db.source は

データベースソースのパラメータになります。キー名の後に '-' (ダッシュ) が続いている限り、任意の
名前をキーに入力できます。
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5. 値を入力します。例えば、databasename はパラメータ化されるデータベースの値になります。
6. さらにパラメータを追加する場合は、[Add new parameter] (新しいパラメータを追加) を選択します。

最大 50 個のパラメータを使用できます。キーと値のペアを定義したら、AWS Glue データカタログ
ノードでパラメータを使用できます。

ランタイムパラメータを選択するには

Note

データベースとテーブルのランタイムパラメータを選択するプロセスは、AWS Glue データカタ
ログノードがソースであっても、ターゲットであっても同じです。

1. ソースノードまたはターゲットノードとして AWS Glue データカタログノードを選択します。
2. [Data source properties - Data Catalog] (データソースのプロパティ - データカタログ) タブの

[Database] (データベース) で、[Use runtime parameters] (ランタイムパラメータを使用) を選択しま
す。

3. [Data source properties - Data Catalog] (データソースのプロパティ - データカタログ) タブの
[Database] (データベース) で、[Use runtime parameters] (ランタイムパラメータを使用) を選択しま
す。

4. ドロップダウンメニューからパラメータを選択します。例えば、ソースデータベースに定義したパラ
メータを選択し、[Apply] (適用) を選択すると、データベースのドロップダウンメニューにデータベー
スが自動的に入力されます。

5. [Table] (テーブル) セクション で、ソーステーブルとして定義済みのパラメータを選択します。[Apply]
(適用) を選択した場合は、使用するテーブルとしてテーブルが自動的に入力されます。

6. ジョブを保存して実行すると、AWS Glue Studio はジョブの実行中に選択されたパラメータを参照し
ます。
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AWS Glue での Git との統合の設定
リモートリポジトリがあり、そのリポジトリを使用して AWS Glue ジョブを管理する場合は、AWS Glue 
Studio または AWS CLI を使用して、リポジトリと AWS Glue のジョブへの変更を同期できます。この方
法で変更を同期すると、ジョブは AWS Glue Studio からリポジトリにプッシュされるか、リポジトリから 
AWS Glue Studio にプルされます。

AWS Glue Studio での Git との統合により、次のことができるようになります。

• Git のバージョン管理システム AWS CodeCommit と GitHub との統合
• ビジュアルジョブやスクリプトジョブを使用するかどうかにかかわらず、AWS Glue Studio で AWS 

Glue ジョブを編集し、リポジトリに同期する
• ジョブのソースとターゲットをパラメータ化する
• リポジトリからジョブをプルし、AWS Glue Studio で編集する
• AWS Glue Studio のマルチブランチワークフローを利用して、ブランチからプルしたり、ブランチに

プッシュしたりして、ジョブをテストする
• リポジトリからファイルをダウンロードし、ジョブを AWS Glue Studio にアップロードしてクロスアカ

ウントジョブを作成する
• 選択した自動化ツール (Jenkins、AWS CodeDeploy など) を使用する

前提条件
IAM アクセス許可

ジョブに次の IAM アクセス許可のいずれかがあることを確認します。IAM アクセス許可の設定方法の詳細
については、「AWS Glue Studio に対する IAM のアクセス許可の設定」を参照してください。

• AWSGlueServiceRole
• AWSGlueConsoleFullAccess

Git との統合では、少なくとも次のアクションが必要です。

• glue:UpdateJobFromSourceControl - バージョン管理システムに存在するジョブで AWS Glue を
更新できるようにする

• glue:UpdateSourceControlFromJob - AWS Glue に保存されているジョブでバージョン管理システ
ムを更新できるようにする

• s3:GetObject - バージョン管理システムにプッシュしている間にジョブのスクリプトを取得できるよ
うにする

• s3:PutObject - ソース管理システムからジョブをプルする際にスクリプトを更新できるようにする

AWS CodeCommit を使用する

AWS CodeCommit でリポジトリを作成するには、「Git および AWS CodeCommit の開始方法」を参照し
てください。

AWS Glue Studio からジョブをプッシュする

ジョブを AWS Glue Studio からソース管理リポジトリにプッシュするには、管理者がリポジトリを作成
し、ブランチを作成し、トークンを取得します (GitHub を使用している場合)。

ソース管理リポジトリから AWS Glue Studio 以外にあるジョブを取得する

AWS Glue Studio 以外にあるソース管理リポジトリからジョブを取得し、そのジョブを AWS Glue Studio 
で使用するための前提条件は、ジョブのタイプによって異なります。
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ビジュアルジョブの場合:

• ジョブ名と一致するジョブ定義のフォルダと JSON ファイルが必要です。例えば、以下のジョブ定義を
参照してください。リポジトリのブランチには、フォルダと JSON ファイルの両方がジョブ名と一致す
る my-visual-job/my-visual-job.json パスが含まれている必要があります。

{ 
  "name" : "my-visual-job", 
  "description" : "", 
  "role" : "arn:aws:iam::aws_account_id:role/Rolename", 
  "command" : { 
    "name" : "glueetl", 
    "scriptLocation" : "s3://foldername/scripts/my-visual-job.py", 
    "pythonVersion" : "3" 
  }, 
  "codeGenConfigurationNodes" : "{\"node-nodeID\":{\"S3CsvSource\":{\"AdditionalOptions
\":{\"EnableSamplePath\":false,\"SamplePath\":\"s3://notebook-test-input/
netflix_titles.csv\"},\"Escaper\":\"\",\"Exclusions\":[],\"Name\":\"Amazon S3\",
\"OptimizePerformance\":false,\"OutputSchemas\":[{\"Columns\":[{\"Name\":\"show_id\",
\"Type\":\"string\"},{\"Name\":\"type\",\"Type\":\"string\"},{\"Name\":\"title\",\"Type
\":\"choice\"},{\"Name\":\"director\",\"Type\":\"string\"},{\"Name\":\"cast\",\"Type\":
\"string\"},{\"Name\":\"country\",\"Type\":\"string\"},{\"Name\":\"date_added\",\"Type
\":\"string\"},{\"Name\":\"release_year\",\"Type\":\"bigint\"},{\"Name\":\"rating\",
\"Type\":\"string\"},{\"Name\":\"duration\",\"Type\":\"string\"},{\"Name\":\"listed_in\",
\"Type\":\"string\"},{\"Name\":\"description\",\"Type\":\"string\"}]}],\"Paths\":[\"s3://
dalamgir-notebook-test-input/netflix_titles.csv\"],\"QuoteChar\":\"quote\",\"Recurse
\":true,\"Separator\":\"comma\",\"WithHeader\":true}}}"
}             
           

スクリプトジョブの場合:

• フォルダ、ジョブ定義の JSON ファイル、スクリプトが必要です。
• フォルダと JSON ファイルはジョブ名と一致している必要があります。スクリプト名は、ファイル拡

張子とともにジョブ定義の scriptLocation と一致している必要があります。例えば、以下のジョ
ブ定義では、リポジトリ内のブランチにパス my-script-job/my-script-job.json および my-
script-job/my-script-job.py が含まれている必要があります。スクリプト名は、スクリプトの拡
張子を含む scriptLocation の名前と一致している必要があります。

{ 
  "name" : "my-script-job", 
  "description" : "", 
  "role" : "arn:aws:iam::aws_account_id:role/Rolename", 
  "command" : { 
    "name" : "glueetl", 
    "scriptLocation" : "s3://foldername/scripts/my-script-job.py", 
    "pythonVersion" : "3" 
  }
}             
           

バージョン管理リポジトリと AWS Glue の接続
バージョン管理リポジトリの詳細を入力して、AWS Glue Studio ジョブエディタの [Version Control] (バー
ジョン管理) タブで管理できます。リポジトリと統合する場合は、ジョブごとにリポジトリに接続する必
要があります。

ジョブをリポジトリに保存するには:
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1. AWS Glue Studio で、新しいジョブを開始し、[Version Control] (バージョン管理) タブを選択しま
す。

2. [Version control system] (バージョン管理システム) で、フィールドをクリックし、利用可能なオプ
ションから Git サービスを選択します。

• AWS CodeCommit
• GitHub

3. 選択したバージョン管理システムによって、入力するフィールドは異なります。

AWS CodeCommit の場合

ジョブのリポジトリとブランチを選択して、リポジトリの設定を完了します。

• [Repository] (リポジトリ) - AWS CodeCommit でリポジトリを設定した場合は、ドロップダウンメ
ニューからリポジトリを選択します。リストに自動的にリポジトリが入力されます

• [Branch] (ブランチ) - ドロップダウンメニューからブランチを選択します。
• [Folder] (フォルダ) - オプション - ジョブを保存するフォルダの名前を入力します。空のままにする

と、フォルダが自動的に作成されます。フォルダ名はデフォルトでジョブ名になります。

GitHub の場合:

次のフィールドに入力して GitHub の設定を完了します。

• [Personal access token] (個人用のアクセストークン) - GitHub リポジトリによって提供されるトー
クンです。個人用のアクセストークンの詳細については、「GitHub Docs」を参照してください。

• [Repository owner] (リポジトリ所有者) - GitHub リポジトリの所有者です。

GitHub からリポジトリとブランチを選択して、リポジトリの設定を完了します。

• [Repository] (リポジトリ) - GitHub でリポジトリを設定している場合は、ドロップダウンメニューか
らリポジトリを選択します。リストに自動的にリポジトリが入力されます

• [Branch] (ブランチ) - ドロップダウンメニューからブランチを選択します。
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• [Folder] (フォルダ) - オプション - ジョブを保存するフォルダの名前を入力します。空のままにする
と、フォルダが自動的に作成されます。フォルダ名はデフォルトでジョブ名になります。

4. AWS Glue Studio ジョブの上部で、[Save] (保存) を選択します。

ソースリポジトリに AWS Glue ジョブをプッシュする
バージョン管理システムの詳細を入力したら、AWS Glue Studio でジョブを編集してソースリポジト
リにプッシュできます。プッシュやプルなどの Git の概念に慣れていない場合は、「Git および AWS 
CodeCommit の開始方法」で、このチュートリアルを参照してください。

ジョブをリポジトリにプッシュするには、バージョン管理システムの詳細を入力してジョブを保存する必
要があります。

1. AWS Glue Studio ジョブで、[Actions] (アクション) を選択します。これにより、追加のメニューオプ
ションが開きます。

2. [Push to repository] (リポジトリにプッシュ) を選択します。

このアクションによってジョブが保存されます。リポジトリにプッシュすると、AWS Glue Studio は
最後に保存した変更をプッシュします。リポジトリ内のジョブが自分または別のユーザーによって変
更され、AWS Glue Studio のジョブと同期していない場合は、AWS Glue Studio からジョブをプッ
シュする際にリポジトリ内のジョブが AWS Glue Studio に保存されたジョブで上書きされます。

3. [Confirm] (確認) を選択してアクションを完了します。これにより、リポジトリに新しいコミットが作
成されます。AWS CodeCommit を使用している場合、AWS CodeCommit での最新のコミットへのリ
ンクが確認メッセージに表示されます。
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ソースリポジトリからの AWS Glue ジョブのプル
Git リポジトリの詳細を [Version control] (バージョン管理) タブに入力したら、リポジトリからジョブを取
得して AWS Glue Studio で編集することもできます。

1. AWS Glue Studio ジョブで、[Actions] (アクション) を選択します。これにより、追加のメニューオプ
ションが開きます。

2. [Pull from repository] (リポジトリからプル) を選択します。
3. [Confirm] (確認) を選択します。これにより、リポジトリから最新のコミットが取得され、AWS Glue 

Studio のジョブが更新されます。
4. AWS Glue Studio でジョブを編集します。変更を加えた場合は、[Actions] (アクション) ドロップダウ

ンメニューから [Push to repository] (リポジトリにプッシュ) を選択して、ジョブをリポジトリに同期
できます。

124



AWS Glue Studio ユーザーガイド
利点

AWS Glue Studio によるデータ品質
の評価

AWS Glue Data Quality は AWS Glue Studio のオープンプレビューリリースに含まれ、変更される可能
性があります。このプレビュー機能は、次に示す一部のリージョンのアカウントですでに有効になって
います。

• 米国東部 (オハイオ)
• 米国東部 (バージニア北部)
• 米国西部 (オレゴン)
• アジアパシフィック (東京)
• 欧州 (アイルランド)
• 南米 (サンパウロ)

AWS Glue Data Quality は、定義したルールに基づき、データ品質の評価とモニタリングを行います。こ
れにより、アクションが必要なデータを簡単に特定できます。AWS Glue Studio では、ビジュアルジョブ
にデータ品質ノードを追加して、データカタログ内のテーブルにデータ品質ルールを作成できます。そう
すれば、時間の経過に伴って進化するデータセットの変化をモニタリングし評価することができます。

AWS Glue Data Quality を使用する手順の概要を次に示します。

1. データ品質ルールの作成 – 設定した組み込みルールセットを選択して、DQDL ビルダーを使用してデー
タ品質ルールのセットを作成します。

2. データ品質ジョブの設定 – データ品質結果と出力オプションに基づいてアクションを定義します。
3. データ品質を含めたジョブの保存と実行 – ジョブを作成して実行します。ジョブを保存すると、その

ジョブ用に作成したルールセットが保存されます。
4. データ品質結果のモニタリングとレビュー – ジョブの実行が完了した後にデータ品質結果をレビューし

ます。必要に応じて、ジョブを将来の日付にスケジュールすることもできます。

利点
データアナリスト、データエンジニア、およびデータサイエンティストは、AWS Glue Studio のデータ品
質評価ノードを使用して、ビジュアルジョブエディタでデータの品質を分析、設定、モニタリング、およ
び改善できます。データ品質ノードを使用すると次のような利点があります。

• データ品質の問題を検出できる - データセットの特性をチェックするルールを作成することで、問題を
チェックできます。

• 簡単に開始できる - 既製のルールとアクションから始めることができます。
• 緊密な統合 - AWS Glue Data Quality は AWS Glue データカタログ上で実行されるため、AWS Glue 

Studio でデータ品質ノードを使用できます。

チュートリアル: Data Quality の使用開始
この入門チュートリアルでは、以下を行う方法について説明していきます。
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ステップ 1: データ品質評価ノー

ドをビジュアルジョブに追加する 

• DQDL ルールビルダーを使用してルールを作成する。
• データ品質アクション、出力するデータ、およびデータ品質結果を出力するロケーションを指定しま

す。
• データ品質結果を確認する。

ステップ 1: データ品質評価ノードをビジュアルジョ
ブに追加する
このステップでは、ビジュアルジョブエディタに、データ品質評価ノードを追加します。

データ品質ノードを追加するには

1. AWS Glue Studio コンソールの [Create job] (ジョブを作成) セクションで、[Visual with a source and 
target] (ソースとターゲットを含むビジュアル) を選択します。[Create] (作成) を選択します。

2. AWS Glue Studio コンソールから、データ品質の変換を適用するノードを選択します。通常これは、
変換ノードまたはデータソースです。

3. メニューから [Action] (アクション) を選択し、ドロップダウンメニューから [Evaluate Data Quality]
(データ品質を評価) を選択します。検索バーで「データ品質」に入力し、得られた検索結果の
[Evaluate Data Quality] (データ品質を評価) 選択することもできます。

4. ビジュアルジョブエディタには、選択したノードから分岐した変換ノードが、[Evaluate Data Quality]
(データ品質を評価) に表示されます。コンソールの右側で、自動的に [Transform] (変換) タブが開きま
す。親ノードを変更する必要がある場合は、[Node properties] (ノードプロパティ) タブを選択し、ド
ロップダウンメニューから親ノードを選択します。
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ステップ 2: DQDL を使用してルールを作成する 

ノードの親を新たに選択すると、この親ノードと データ品質評価ノード間に、新しい接続が確立され
ます。不要な親ノードをすべて削除します。1 つの データ品質評価ノードに接続できるのは、親ノー
ド 1 つだけです。

ステップ 2: DQDL を使用してルールを作成する
このステップでは、DQDL を使用してルールを作成します。このチュートリアルでは、[Completeness] (完
全性) ルールタイプを使用して、ルールを 1 つ作成します。このルールタイプは、特定の表現と対応させ
て、列内にある完全な (NULL 以外の) 値の割り合いを確認します。DQDL の詳細については、「DQDL」
を参照してください。

1. [Transform] (変換) タブで、[Insert] (挿入) ボタンをクリックして [Rule type] (ルールタイプ) を追加し
ます。これにより、ルールタイプがルールエディタに追加されるので、そこでルールのパラメータを
入力できます。

Note

追加されたルールタイプは、括弧 [] の間に挿入されます。ルールを編集する場合は、それら
のルールが括弧内にあり、お互いがカンマで区切られていることを確認してください。以下
は、完成度ルール表現の例です。

Rules= [ 
    Completeness "year">0.8, Completeness "month">0.8
]                            
                     

この例では、「year」と「month」の名前が付いた列に対し、完全性に関するパラメータを
指定しています。このルールがパスするには、これらの列の完全性が 80% を超えているか、
各列で 80% を超えるインスタンスにデータが含まれている必要があります。

この例では、[Completeness] (完全性) のルールタイプを検索して挿入します。これにより、ルー
ルタイプがルールエディターに追加されます。このルールタイプの構文は、Completeness 
<COL_NAME> <EXPRESSION> の形式を取ります。ほとんどのルールタイプにおいて、ブール型の応
答を作成する際には、パラメータにより表現を指定する必要があります。サポートされている DQDL 
表現の詳細については、「DQDL Expressions」(DQDL での表現) を参照してください。次に、列名を
追加します。

2. DQDL ルールビルダーで、[Schema] (スキーマ) タブを開きます。検索バーを使用して、入力スキーマ
の中の列名を特定します。入力スキーマには、列名とデータ型が表示されます。
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ステップ 3: Data Quality アクションと出力を設定する

3. ルールエディターで、ルールタイプの右側をクリックして、列を挿入する場所にカーソルを移動しま
す。または、ルールの中に列の名前を入力することもできます。

例えば、入力スキーマリストにある列リストで、列の横に表示されている挿入ボタンを選択します 
(この例では [year] (年))。これにより、列がルールに追加されます。

4. 次に、ルールエディターで、ルールを評価するための表現を追加します。[Completeness] (完全性) 
ルールタイプは、特定の表現を参照しながら、列内に完全な (NULL 以外の) 値が存在する割合を確認
するので、入力する表現は > 0.8 のようになります。このルールは、完全な値 (NULL 以外) が 80% 
を超える割合で含まれているかどうか、その列をチェックします。

ステップ 3: Data Quality アクションと出力を設定する
品質評価ルールを作成したら、追加のオプションを選択することができます。

1. [Data quality actions] (データ品質アクション) で、[Fail job when data quality fails] (データ品質が失敗
したらジョブを失効する) のチェックボックスをオンにします。デフォルトでは、このアクションは
選択されておらず、品質評価ルールが失敗した場合であっても、そのジョブの実行は完了します。

2. [Data quality transform output] (データ品質変換の出力) で、次のオプションから選択します。
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ステップ 4: データ品質結果を表示する

• 元のデータ – 元の入力データを出力することを選択します。このオプションは、品質の問題が検出
されたときにジョブを停止する場合に理想的です。

• {Data quality results} (データ品質結果) – 設定したルールと、それに関するステータス (合格/不合格) 
が出力されます。このオプションは、カスタムアクションを実行する場合に便利です。

3. (オプション) – [Data quality output settings] (データ品質出力の設定) を選択し、[Data quality result 
location] (データ品質結果のロケーション) フィールドを表示します。次に、[Browse] (参照) を選択し
てから、データ品質の出力先として設定する Amazon S3 のロケーションを検索します。

ステップ 4: データ品質結果を表示する
ジョブの実行が完了したら、[Data quality] (データ品質) タブをクリックして、データ品質結果を表示しま
す。

1. データ品質結果は、ジョブを実行するたびに確認します。各ノードには、データ品質ステータスと、
そのステータスに関する詳細が表示されます。ノードをクリックすると、すべてのルールと、それぞ
れのルールのステータスが表示されます。

2. [Download results] (結果をダウンロード) を選択して、ジョブの実行とデータ品質結果に関する情報が
記載された、CSV ファイルをダウンロードします。

3. qデータ品質結果と実行されたジョブが複数存在する場合は、日付と時間の範囲を指定することで、結
果をフィルタリングできます。[Filter by a date and time range] (日付と時刻の範囲でフィルタリング
する) を選択すると、フィルターウィンドウが展開します。

4. 相対範囲 (relative range) と絶対範囲 (absolute range) のどちらかを選択します。絶対範囲を選択し
た場合は、カレンダーで日付を選択した後に、開始時刻と終了時刻を値で入力します。入力し終えた
ら、[Apply] (適用) を選択します。

Data Quality ルールビルダー
DQDL ルールビルダーでは、データを評価するデータ品質ルールを作成できます。まず、ルールタイプを
選択し、ルールエディタでパラメータを指定します。ルールエディタには、ルールを作成する際のエラー
や警告も表示されます。

DQDL ガイドには、DQDL 構文、組み込みのルールタイプ、および例を使用してルールを作成する方法に
関する包括的なドキュメントが用意されています。

データ品質評価ノード
データ品質評価変換ノードと DQDL ルールビルダーを使用する際に、作業スペースを拡張できます。
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コンポーネント

• [Transform] (トランスフォーム) タブを画面全体に展開するには、[Node details] (ノードの詳細) パネル
の右上隅にある展開アイコンをクリックします。

• DQDL ルールエディタを展開するには、[<<] アイコンをクリックしてルールエディタを展開し、[Rule 
types] (ルールタイプ) タブと [Schema] (スキーマ) タブを折りたたみます。

コンポーネント
AWS Glue Studio には 18 のルールタイプが組み込まれています。各ルールタイプには、その使用方法の
説明と例があります。

データ品質ルールタイプ
AWS Glue Studio には、ルールを簡単に作成できるようにルールタイプが組み込まれています。ルールタ
イプの詳細については、「DQDL ルールタイプリファレンス」を参照してください。

スキーマ
[Schema] (スキーマ) タブには、親ノードの列名とデータ型が表示されます。入力スキーマを表示したり、
列名で検索したり、ルールエディタに列を挿入したりできます。
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コンポーネント

ルールエディタ
ルールエディタは、ルールを作成および編集できるテキストエディタす。DQDL ルールビルダーからルー
ルタイプを選択すると、そのルールタイプがルールエディタに追加されます。その後、テキストを変更し
て、必要に応じてパラメータを指定したり、ルールを追加したり、ルールを編集したりできます。ルール
エディタ内のルールは AWS Glue Studio で検証され、エラーと警告がある場合は表示されます。

エラーおよび警告

ルールが DQDL ルール構文に従っていない場合、ルールエディタにはエラーがあることを視覚的に示すい
くつかのインジケータが表示されます。

• ルールエディタにエラーアイコンが表示され、エラーのある行が赤くなります。
• ルールエディタでは、赤いエラーアイコンの横にエラーの数が表示されます。
• エラーのある行をクリックすると、エラーの説明と場所 (行と列) がルールエディタの下部に表示されま

す。
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データ品質アクション

デフォルトでは、このアクションは選択されておらず、データ品質ルールに合格しなくてもジョブの実行
は完了します。

次のアクションの中から選択します。アクションを使用すると、特定の基準に基づいて結果を 
CloudWatch に公開したり、ジョブを停止したりできます。アクションは、ルールを作成した後にのみ使
用できます。

• 結果を CloudWatch に公開する – ジョブを実行したら、その結果を CloudWatch に追加します。
• データ品質が不合格のときジョブが失敗する – データ品質ルールが不合格の場合、結果的にジョブも失

敗します。

データ品質変換出力

• 元のデータ – 元の入力データを出力することを選択します。このオプションは、品質の問題が検出され
たときにジョブを停止する場合に理想的です。
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• データ品質メトリクス – 設定したルールとその合格または不合格のステータスを出力するように選択し
ます。このオプションは、カスタムアクションを実行する場合に便利です。

データ品質出力設定

Amazon S3 の場所をデータ品質出力先として指定して、データ品質結果の場所を設定します。
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データのスキャン方法の選択 

機密データを検出して処理する
Detect PII transform は、データソース内の個人識別情報 (PII) を識別します。エンティティを選択し、デー
タのスキャン方法、Detect PII transform によって識別されてきた PII エンティティで何を行うかを識別し
ます。

Detect PII transform は、定義したエンティティ、または AWS によって事前定義されたエンティティを検
出、マスク、削除する機能を提供します。これにより、コンプライアンスを高め、責任を軽減できます。
例えば、個人を特定でき読み取りが可能な情報がデータ内に存在しないことを確認した上で、固定文字列
の社会保障番号 (例: xxx-xx-xxxx)、電話番号、または住所をマスクすることが考えられます。

トピック
• データのスキャン方法の選択  (p. 134)
• 検出する PII エンティティの選択  (p. 135)
• 特定された PII データによる対処方法の選択  (p. 137)

データのスキャン方法の選択
データソース全体で PII を検出するか、PII を含むフィールド列を検出するかを選択できます。

Detect PII in each cell を選択する場合、データソース内のすべての行をスキャンすることを選択していま
す。これは、PII エンティティを識別するための包括的なスキャンです。

Detect fields containing PII を選択する場合、PII エンティティの行のサンプルをスキャンすることを選択し
ています。これは、PII エンティティが見つかったフィールドを特定しながら、コストとリソースを低く抑
える方法です。

PII を含むフィールドを検出することを選択した場合、行の一部をサンプリングすることで、コストを削減
し、パフォーマンスを向上させることができます。このオプションを選択すると、追加のオプションを指
定できます。

• Sample portion: これにより、サンプリングする行の割合を指定できます。例えば、50 と入力する
と、PII エンティティのためにスキャンされた行の 50% を指定したいことになります。

• Detection threshold:  これにより、列全体が PII エンティティを持つものとして識別されるように、PII 
エンティティを含む行の割合を指定できます。例えば、10 と入力した場合、フィールドに PII エンティ
ティである米国電話機があると識別されるためには、スキャンされる行の PII エンティティの US Phone 
の数が 10% 以上になるように指定します。PII エンティティを含む行の割合が 10% 未満の場合、その
フィールドに PII エンティティ (US Phone) が含まれているというラベル付けできません。
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検出する PII エンティティの選択 

検出する PII エンティティの選択
[Detect PII in each cell] (各セルの PII を検出する) を選択した場合は、次の 3 つのオプションのいずれかを
選択できます。

• 利用可能なすべての PII パターン - これには AWS エンティティが含まれます。
• カテゴリを選択する - カテゴリを選択すると、PII パターンには、選択したカテゴリのパターンが自動的

に含まれます。
• 特定のパターンを選択する - 選択したパターンのみが検出されます。

利用可能なすべての PII パターンから選択する
[All available PII patterns] (使用可能なすべての PII パターン) を選択する場合は、AWS で事前定義された
エンティティを選択します。エンティティは、1 つでも、複数でも、すべてでも選択できます。
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カテゴリを選択する 

カテゴリを選択する
PII パターンとして [Select categories] (カテゴリを選択する) を選択して検出する場合は、ドロップダウン
メニューのオプションから選択します。一部のエンティティは複数のカテゴリに属する場合があることに
注意してください。例えば、[Person's name] (人名) は、[Universal] (ユニバーサル) および [HIPAA] カテゴ
リに属するエンティティです。

• [Universal] (ユニバーサル) (例: [Email] (E メール)、[Credit Card] (クレジットカード))
• [HIPAA] (例: [US driving license] (米国の運転免許証)、[Healthcare Common Procedure Coding System 

(HCPCS) code] (Healthcare Common Procedure Coding System (HCPCS) コード))
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特定のパターンを選択する 

• [Networking] (ネットワーキング) (例: [IP Address] (IP アドレス)、[MAC Address] (MAC アドレス))
• [United States] (米国) (例: [US Phone] (米国の電話番号)、[US Passport] (パスポート))
• 英国 (例: 英国の銀行口座、英国の付加価値税)
• 日本 (例: 日本のマイナンバー、日本のパスポート)

特定のパターンを選択する
検出する PII パターンとして [Select specific patterns] (特定のパターンを選択する) を選択すると、作成済
みのパターンのリストから検索や参照したり、新しい検出エンティティパターンを作成したりできます。

次のステップでは、機密データを検出する新しいカスタムパターンを作成する方法について説明します。
カスタムパターンの名前を入力して、カスタムパターンを作成し、正規表現を追加して、オプションでコ
ンテキスト単語を定義します。

1. 新しいパターンを作成するには、[Create new] (新規作成) ボタンをクリックします。

2. [Create detection entity] (検出エンティティの作成) ページで、エンティティ名と正規表現を入力しま
す。正規表現 (Regex) は、AWS Glue がエンティティを照合するために使用するものです。

3. [Validate] (検証) をクリックします。検証が成功すると、文字列が有効な正規表現であることを示す
確認メッセージが表示されます。検証に失敗した場合は、文字列が適切なフォーマット、および許容
される文字リテラル、演算子、構文のいずれかに準拠していないことを示すメッセージが表示されま
す。

4. 正規表現にコンテキスト単語を追加することもできます。コンテキスト単語によって一致する可能性
が高くなることがあります。コンテキスト単語は、フィールド名がエンティティを説明していない場
合に有効です。例えば、社会保障番号には「SSN」または「SS」という名前が付けられます。これら
のコンテキスト単語を追加すると、エンティティの照合に役立ちます。

5. [Create] (作成) をクリックして、検出エンティティを作成します。作成されたエンティティは、AWS 
Glue Studio コンソールに表示されます。左側のナビゲーションメニューの [Detection entities] (検出エ
ンティティ) をクリックします。

[Detection entities] (検出エンティティ) ページから、検出エンティティの編集、削除、作成ができま
す。検索フィールドを使用してパターンを検索することもできます。

特定された PII データによる対処方法の選択
データソース全体で PII を検出することを選択した場合、次のいずれかを選択できます。

• Enrich data with detection results: 各セルで Detect PII を選択した場合、検出されたエンティティを新し
い列に保存できます。

• Redact detected text: 検出された PII 値を、オプションの置換テキスト入力フィールド中に指定した文字
列に置き換えることができます。文字列を指定しない場合、検出された PII エンティティは '*******' に指
定されます。

• Apply cryptographic hash: 検出された PII 値を SHA-256 暗号化ハッシュ関数に渡し、その値を関数から
の出力に置き換えることができます。
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PII を含むフィールドを検出することを選択した場合、次の操作を実行できます。

• Output Detection Results: これにより、各列のために検出された PII 情報を用いて、新しい DataFrame 
が作成されます。

• Redact detected text: 検出された PII 値は、指定した文字列に置き換えることができます。文字列を指定
しない場合、検出された PII エンティティは '*******' に指定されます。

• Apply cryptographic hash: 検出された PII 値を SHA-256 暗号化ハッシュ関数に渡し、その値を関数から
の出力に置き換えることができます。
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AWS Glue ビジュアルジョブ API
AWS Glue は ビジュアルステップワークフローを表す JSON オブジェクトから AWS Glue APIを使用し
て、お客様がデータ統合ジョブを作成できるようにする API を提供します。　 お客様は AWS Glue Studio 
のビジュアルエディターを使って、これらのジョブを処理することができます。

Visual Job API データ型の詳細については、「Visual Job API」(ビジュアル Job API) を参照してくださ
い。

トピック
• API 設計と CRUD API  (p. 139)
• はじめに  (p. 139)
• ビジュアルジョブの制限  (p. 140)

API 設計と CRUD API
CreateJobAPI と UpdateJob の API は、追加のオプションパラメータとして codeGenConfigurationNodes 
をサポートするようになりました。このフィールドに空でない JSON 構造を指定すると、作成されたジョ
ブの AWS Glue Studio に対して DAG が登録され、関連するコードが生成されます。ジョブ作成時のこの
フィールドの NULL 値または空の文字列は無視されます。

codeGenConfigurationNodes フィールドの更新は、CreateJob と同様の方法で UpdateJob AWS Glue API 
で行われます。DAG が必要に応じて変更された UpdateJob でフィールド全体を指定する必要がありま
す。指定された NULL 値は無視され、DAG への更新は実行されません。空の構造体または文字列を指定す
ると、CodeGenConfigurationNodes が空に設定され、以前の DAG が削除されます。GetJob API は DAG 
が存在する場合、DAG を返します。DeleteJob API では、関連する DAG も削除されます。

はじめに
ジョブを作成するには、CreateJob アクションを使用します。CreateJob リクエストの入力には、JSON 
で DAG オブジェクトを指定できる追加のフィールド 「CodeGenConfigurationNodes」があります。

留意すべきこと:

• 「CodeGenConfigurationNodes」フィールドは、ノードへの nodeID のマップです。
• 各ノードは、ノードの種類を識別するキーで始まります。
• ノードには 1 つのタイプしか指定できないため、キーは 1 つしか指定できません。
• 入力フィールドには、現在のノードの親ノードが含まれます。

以下は、CreateJob 入力の JSON 表現です。

{ 
  "node-1": { 
    "S3CatalogSource": { 
      "Table": "csvFormattedTable", 
      "PartitionPredicate": "", 
      "Name": "S3 bucket", 
      "AdditionalOptions": {}, 
      "Database": "myDatabase" 
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    } 
  }, 
  "node-3": { 
    "S3DirectTarget": { 
      "Inputs": ["node-2"], 
      "PartitionKeys": [], 
      "Compression": "none", 
      "Format": "json", 
      "SchemaChangePolicy": { "EnableUpdateCatalog": false }, 
      "Path": "", 
      "Name": "S3 bucket" 
    } 
  }, 
  "node-2": { 
    "ApplyMapping": { 
      "Inputs": ["node-1"], 
      "Name": "ApplyMapping", 
      "Mapping": [ 
        { 
          "FromType": "long", 
          "ToType": "long", 
          "Dropped": false, 
          "ToKey": "myheader1", 
          "FromPath": ["myheader1"] 
        }, 
        { 
          "FromType": "long", 
          "ToType": "long", 
          "Dropped": false, 
          "ToKey": "myheader2", 
          "FromPath": ["myheader2"] 
        }, 
        { 
          "FromType": "long", 
          "ToType": "long", 
          "Dropped": false, 
          "ToKey": "myheader3", 
          "FromPath": ["myheader3"] 
        } 
      ] 
    } 
  }
}    
             

ジョブの更新と取得

[Updating jobs] (ジョブの更新) に 'codeGenConfigurationNodes'フィールドがあるため、入力形式は同じに
なります。「UpdateJob」アクションを参照してください。

GetJob アクションは、同じ形式の「CodeGenConfigurationNodes」フィールドも返します。「GetJob」
アクションを参照してください。

ビジュアルジョブの制限
既存の API に「CodeGenConfigurationNodes」パラメータが追加されているため、これらの API の制限
はすべて継承されます。さらに、CodeGenConfigurationNodes および一部のノードのサイズは制限されま
す。詳細については、次の「ジョブ構造」を参照してください。
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AWS Glue Studio と AWS Glue を用
いてノートブックの使用

データエンジニアは AWS Glue の中の新しいインタラクティブノートブックインターフェイス、あるいは 
AWS Glue Studio の中のインタラクティブセッションを使って、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
• ノートブックの使用の概要 (p. 141)
• AWS Glue Studio 中でのノートブックの使用開始 (p. 142)

ノートブックの使用の概要
AWS Glue Studio は、Jupyter Notebooks に基づいて、ノートブックインターフェイス中でジョブをイン
タラクティブにオーサリングできるようにします。AWS Glue Studio 中のノートブックを通じて、完全な
ジョブを実行せずにジョブスクリプトを編集して出力を表示できます。また、完全なジョブを実行せずに
データ統合コードを編集して出力を表示できます。また、マークダウンを追加してノートブックを [.ipynb] 
ファイルとジョブスクリプトとして保存できます。ソフトウェアをローカルにインストールしたり、サー
バーを管理したりすることなく、ノートブックを起動できます。コードに満足したら、ボタンをクリック
するだけで、AWS Glue Studio はノートブックを Glue ジョブに変換できます。

ノートブックを使用する利点のいくつかを以下に示します：

• プロビジョニングまたは管理するクラスターがない
• 支払うべきアイドルクラスターがない
• 事前設定は不要
• Jupyter Notebook のインストールは不要
• AWS Glue の ETL と同じランタイム/プラットフォーム

AWS Glue Studio を通してスルーノートブックを起動すると、ほんの数秒後にデータを調査し、ジョブ
スクリプトの開発を開始できるように、すべての設定手順が実行されます。AWS Glue Studio は、AWS 
Glue Jupyter カーネルによって Juypter Notebook を設定します。このノートブックを使用するために 
VPC、ネットワーク接続、または開発エンドポイントを構成する必要はありません。

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には、次の手順を実行します:

• 必要な IAM 許可を設定します。
• ノートブックセッションを開始してジョブを作成します
• ノートブックのセルにコードを記述します。
• コードを実行してテストし、出力を表示します。
• ジョブを保存します。

ノートブックを保存すると、ノートブックは満杯の AWS Glue のジョブ です。ジョブ実行のスケジュール
設定、ジョブパラメータの設定、およびノートブックのすぐ横にあるジョブ実行履歴の表示など、ジョブ
のすべての側面を管理できます。
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AWS Glue Studio 中でのノートブックの使用開始
AWS Glue Studio を通してノートブックをスタートすると、ほんの数秒後にデータを調査し、ジョブスク
リプトの開発を開始できるように、すべての設定ステップが実行されます。

以下のセクションでは、ETL ジョブ用のノートブックを作成するために AWS Glue Studio を使う方法を説
明します。

トピック
• IAM ロールに対するアクセス許可の付与 (p. 142)
• AWS Glue Studio の中のノートブックを使用した ETL ジョブの作成 (p. 143)
• ノートブックエディタコンポーネント (p. 144)
• ノートブックとジョブスクリプトの保存 (p. 145)
• ノートブックセッションの管理 (p. 145)

IAM ロールに対するアクセス許可の付与
ノートブックを使用するには、AWS Glue Studio のセットアップが事前に必要です。AWS Glue Studio の
ロール設定の詳細については、「AWS Glue Studio ユーザーに必要な IAM アクセスアクセス許可を確認し
ます (p. 6)」を参照してください。

ノートブックで使用するロールには、次の 3 つが必要です。

• sts:AssumeRole アクションに対する AWS Glue との信頼関係。タグ付けが必要な場合は
sts:TagSession。

• ノートブック、AWS Glue、インタラクティブセッションのすべての API オペレーションを含む IAM ポ
リシー。

• PassRole の IAM ポリシー (ロールがノートブックからインタラクティブセッションに渡されるようにす
る必要があるため)。

AWS Glue との信頼関係に必要なアクション
ノートブックセッションを開始する際に、ノートブックに渡されるロールの信頼関係に
sts:AssumeRole を追加する必要があります。セッションにタグが含まれている場合
は、sts:TagSession アクションも渡す必要があります。これらのアクションがないと、ノートブック
セッションを開始できません。

ノートブックの API オペレーションを含むポリシー
次のサンプルポリシーで、ノートブックに必要な AWS IAM 権限について説明します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "glue:StartNotebook", 
                "glue:TerminateNotebook", 
                "glue:GlueNotebookRefreshCredentials", 
                "glue:DeregisterDataPreview", 
                "glue:GetNotebookInstanceStatus", 
                "glue:GlueNotebookAuthorize" 
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            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

次の IAM ポリシーを使用して、特定のリソースへのアクセスを許可できます。

• AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookServiceRole: 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ます。ユーザーが、ユーザーに関連付けられているノートブックセッ
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、AWS Glue が他の AWS サービス
で AWS Glue リソースを管理するために必要な他のアクセス許可も含まれています。

• AwsGlueSessionUserRestrictedNotebookPolicy: ユーザー自身に関連付けられているノートブックセッ
ションのみを作成および使用できるようにするアクセス許可を提供します。このポリシーには、ユー
ザーが制限付き AWS Glue セッションロールを渡すことを明示的に許可するアクセス許可も含まれま
す。

PassRole の IAM ポリシー
ロールを使用してノートブックを作成すると、そのロールがインタラクティブセッションに渡され、その
両方で同じロールを使用できるようになります。このように、iam:PassRole のアクセス許可がロールの
ポリシーの一部として必要です。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:PassRole", 
            "Resource": "arn:aws:iam::090000000210:role/<role_name>" 
        } 
    ]
} 
   

AWS Glue Studio の中のノートブックを使用した ETL 
ジョブの作成
AWS Glue Studio のコンソール中でノートブックの使用を開始するには

1. AWS Identity and Access Management のポリシーを AWS Glue Studio のユーザーに添付し,「AWS 
Glue Studio に対する IAM のアクセス許可の設定 (p. 11)」の手順に従って、ETL ジョブとノートブッ
クのために IAM ロールを作成します。

2. IAM ロールに対するアクセス許可の付与 (p. 142) の説明に従って、ノートブックに追加の IAM セ
キュリティを設定します。

3. https://console.aws.amazon.com/gluestudio/ で AWS Glue Studio コンソールを開きます。

Note

ブラウザがサードパーティの Cookie をブロックしていないことを確認してください。ブラウ
ザのデフォルトまたはユーザーの設定でサードパーティのCookieをブロックしている場合、
ノートブックは起動しません。Cookie の管理の詳細については、以下を参照してください。

• Chrome
• Firefox
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• Safari
4. ナビゲーションメニューの左側の [ジョブ] リンクを選択します。
5. [Jupyter notebook] を選択し、[Create] をクリックして、新しいノートブックセッションを開始しま

す。
6. [Create job in Jupyter notebook] (Jupyter Notebook でジョブを作成する) ページで、ジョブ名を指定し

て、使用する IAM ロールを選択します。[Create job (ジョブの作成)] を選択します。

短時間経過後に、ノートブックエディタが表示されます。
7. コードを追加したら、セルを実行してセッションを開始します。セルを実行するには複数の方法があ

ります。

• 再生ボタンを押します。
• キーボードショートカットを使用します。

• MacOS では、Command + Enter キーでセルを実行します。
• Windows では、Shift + Enter キーでセルを実行します。

Jupyter ノートブックインターフェースを使用したコードの記述については、「 The Jupyter 
Notebook User Documentation 」を参照してください。

8. スクリプトをテストするには、スクリプト全体、または個々のセルを実行します。コマンド出力は、
セルの下の領域に表示されます。

9. スクリプトの開発が完了したら、ジョブを保存して実行できます。スクリプトは、[Script] (スクリプ
ト) タブにあります。ノートブックに追加したマジックはすべて取り除かれ、生成された AWS Glue 
ジョブのスクリプトの一部として保存されません。AWS Glue Studioは、ノートブックの内容から生
成されたスクリプトの最後に job.commit() を自動的に追加します。

ジョブの実行のさらなる詳細については、「ジョブの実行の開始 (p. 158)」を参照してください。

ノートブックエディタコンポーネント
ノートブックエディタのインターフェイスには、次の主要なセクションがあります。

• ノートブックインターフェイス (メインパネル) とツールバー
• Job 編集タブ

ノートブックエディタ
AWS Glue Studio のノートブックエディタは Jupyter Notebook Application に基づいています。AWS Glue 
Studio のノートブックのインターフェースは、Juypter Notebooksが提供するものと似ています。これにつ
いては、セクション [ Notebook user interface ] で説明されしています。インタラクティブセッションによ
り使用されるノートブックは Jupyter Notebook です。

AWS Glue Studio のノートブックは Juptyer Notebooks に似ていますが、いくつかの重要な点で異なりま
す。

• 現在、AWS Glue Studio のノートブックには拡張をインストールできません。
• 複数のタブを使用することはできません。ジョブとノートブックの間には 1:1 の関係があります
• AWS Glue Studio のノートブックには、Jupyter Notebooks 中に存在する、同じトップファイルメ

ニューがありません。
• 現在、AWS Glue Studio のノートブックでは、AWS Glue のカーネルを用いてのみ動作します。カーネ

ルは、ご自分では更新できないことに注意してください。
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AWS Glue Studio のジョブ編集タブ
ETL ジョブを操作するために使用するタブは、ノートブックページの上部にあります。これらは、AWS 
Glue Studio のビジュアルジョブエディタに表示されるタブに似ていて、同じアクションを実行します。

• Notebook — このタブを使用して、ノートブックインターフェイスを用いてジョブスクリプトを表示し
ます。

• Job details — ジョブ実行の環境とプロパティを設定します。
• Runs — このジョブの以前の実行に関する情報を表示します。
• Schedules — 特定の時間にジョブを実行するためのスケジュールを設定します。

ノートブックとジョブスクリプトの保存
ノートブックと作成中のジョブスクリプトは、いつでも保存できます。右上隅の [Save] ボタンを単に選択
し、ビジュアルエディタまたはスクリプトエディタを使用しているかのように同じものを選択してくださ
い。

[Save] (保存) を選択した場合、ノートブックファイルはデフォルトの場所に保存されます。

• デフォルトでは、ジョブスクリプトは、[Job Details] (ジョブの詳細) タブの [Advanced properties] (詳細
プロパティ) における、[Job details] (ジョブの詳細) プロパティの [Script path] (スクリプトパス) に示さ
れる Amazon S3 ロケーションに保存されます。ジョブスクリプトは、Scripts というサブフォルダに
保存されます。

• デフォルトでは、ノートブックファイル (.ipynb) は、[Job Details] (ジョブの詳細) タブの [Advanced 
properties] (詳細プロパティ) における、[Job details] (ジョブの詳細) の [Script path] (スクリプトパス) に
示される Amazon S3 ロケーションに保存されます。ノートブックファイルは、Notebooks というサブ
フォルダに保存されます。

Note

ジョブを保存すると、ジョブスクリプトにはノートブックのコードセルのみが含まれま
す。Markdown セルとマジックはジョブスクリプトに含まれません。ただし、.ipynb ファイル
には Markdown とマジックが含まれます。

ジョブを保存したら、ノートブックで作成したスクリプトを使用してジョブを実行できます。

ノートブックセッションの管理
AWS Glue Studio 中のノートブックは、AWS Glue のインタラクティブセッション機能に基づいていま
す。インタラクティブセッションの使用にはコストがかかります。コストの管理に役立つように、アカ
ウント用に作成されたセッションをモニタリングし、すべてのセッションのデフォルト設定を構成できま
す。

すべてのノートブックセッションのデフォルトのタイムアウトを
変更します。
デフォルトでは、プロビジョニングされた AWS Glue Studio ノートブックの起動の後に実行されたセルが
ない場合、そのノートブックは 12 時間後にタイムアウトします。これに関連して料金が発生することは
ありません。また、このタイムアウトは設定できません。

セルを実行することにより、インタラクティブなセッションが開始されます。このセッションのデフォル
トのタイムアウトは 48 時間です。このタイムアウトは、セルを実行する前に %idle_timeout マジック
を渡すことで設定が可能です。
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AWS Glue Studio の中のノートブックのデフォルトのセッションタイムアウトを変更するには

1. ノートブックに、セル内に %idle_timeout のマジックを入力し、タイムアウト値を分単位で指定し
ます。

2. 例: %idle_timeout 15 はデフォルトのタイムアウトを 15 分に変更します。15 分以内にセッション
を使用しない場合、セッションは自動的に停止します。

追加 Python モジュールのインストール
[pip] を使用してセッションに追加のモジュールをインストールする場合
は、%additional_python_modules を使用してセッションに追加します。

%additional_python_modules awswrangler, s3://mybucket/mymodule.whl 
         

[additional_python_modules] へのすべての引数が pip3 install -m <> に渡されます。

利用可能な Python モジュールのリストについては、「AWS Glue での Python ライブラリの使用」を参照
してください。

AWS Glue の設定の変更
マジックを使ってAWS Glue ジョブの設定値を管理できます 。ジョブ設定値を変更する場合は、ノート
ブックで適切なマジックを使用する必要があります。

AWS Glue はさまざまなワーカータイプをサポートしています。ワーカータイプは、%worker_type を用
いて設定できます。例: %worker_type G.2X 。デフォルトは G.1X です。

%number_of_workers を使用してワーカー数を指定することもできます。例えば、40 人のワーカーを指
定するには: %number_of_workers 40。

さらなる詳細については、「Defining Job Properties」を参照してください。

ノートブックセッションを停止します。
ノートブックセッションを停止するには、マジックの %stop_session を使用します。

AWS コンソールでノートブックから離れると、セッションの停止を選択できる警告メッセージが表示され
ます。
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前提条件

チュートリアル: Elasticsearch 向けの 
AWS Glue コネクタを使用する

Elasticsearch は、ログ分析、リアルタイムアプリケーションモニタリング、クリックストリーム分析な
どのユースケースで人気のあるオープンソースの検索および分析エンジンです。　　　 AWS Glue Studio 
で Elasticsearch 向けの AWS Glue コネクタを設定することで、OpenSearch を抽出、変換、ロード (ETL) 
ジョブ用のデータストアとして使用できます。このコネクタは AWS Marketplace から無料で入手できま
す。

Note

AWS Marketplace Elasticsearch Spark コネクタは廃止されました。代わりに、Elasticsearch 向け
の AWS Glue コネクタを使用してください。

このチュートリアルでは、最小限の手順で Amazon OpenSearch Service ノードに接続する方法を示しま
す。

トピック
• 前提条件 (p. 147)
• ステップ 1: (オプション) OpenSearch クラスター情報の AWS シークレットを作成する  (p. 147)
• ステップ 2: コネクタをサブスクライブする (p. 148)
• ステップ 3: AWS Glue Studio でコネクタをアクティブにして、接続を作成します。 (p. 149)
• ステップ 4: ETL ジョブの IAM ロールを設定する (p. 149)
• ステップ 5: OpenSearch 接続を使用するジョブを作成する (p. 150)
• ステップ 6: ジョブを実行する (p. 151)

前提条件
このチュートリアルを使用するには、以下のものが必要です。

• AWS Glue Studio へのアクセス
• AWS Cloud の OpenSearch クラスターにアクセスする
• ETL ジョブの VPC を設定します (p. 14) で説明しているように、データストアを含む Amazon VPC へ

の設定済みのアクセス。
• ETL ジョブに必要な IAM アクセス許可を確認する (p. 10) に従ってアクセス許可を設定しました。
• (オプション) AWS Secrets Manager にアクセスします。

ステップ 1: (オプション) OpenSearch クラスター
情報の AWS シークレットを作成する

接続の認証情報を安全に保存して使用するには、認証情報を AWS Secrets Manager に保存します。作成
するシークレットは、チュートリアルの後半で接続で使用されます。認証情報のキーと値のペアは、通常
の接続オプションとして Elasticsearch 向けの AWS Glue コネクタに供給されます。

シークレットの作成についての詳細は、AWS Secrets Manager ユーザーガイドの「AWS Secrets Manager 
を使用したシークレットの作成と管理」を参照してください。

147

http://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-v5ygernwn2gb6
http://aws.amazon.com/marketplace/pp/B08PPT2V5J
http://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-v5ygernwn2gb6
http://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-v5ygernwn2gb6
https://docs.aws.amazon.com/secretsmanager/latest/userguide/managing-secrets.html
https://docs.aws.amazon.com/secretsmanager/latest/userguide/managing-secrets.html


AWS Glue Studio ユーザーガイド
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AWS シークレットを作成するには

1. AWS Secrets Manager コンソールにサインインします。
2. サービスの概要ページまたは [シークレット] リストページで、[新しいシークレットの保存] を選択し

ます｡
3. [新しいシークレットの保存] ページで、[他の種類のシークレット] を選択します。このオプションの

意味は、シークレットの構造と詳細を指定する必要があるということです。
4. の追加キーおよび値のペアを OpenSearch クラスターユーザー名として使用します。例:

es.net.http.auth.user: username
5. [+ 行を追加] を選択して、パスワードとして別のキーと値のペアを入力します。例:

es.net.http.auth.pass: password
6. [Next] (次へ) をクリックします。
7. シークレット名を入力します 例えば、my-es-secret です。オプションで説明を含めることができま

す。

このチュートリアルの後半で使用するシークレット名を記録し、[Next] (次へ) を選択します。
8. [Next] (次へ) をもう一度選択して、[Store]　(保存) を選択してシークレットを作成します。

次のステップ
ステップ 2: コネクタをサブスクライブする (p. 148)

ステップ 2: コネクタをサブスクライブする
Elasticsearch 向けの AWS Glue コネクタは、AWS Marketplace で無料で入手できます。

AWS Marketplace で Elasticsearch 向けの AWS Glue コネクタにサブスクライブするには

1. まだ　License Manager を使用するための AWS アカウント設定をしていない場合、次の操作を行い
ます。

a. AWS License Manager コンソール、https://console.aws.amazon.com/license-manager を開きま
す 。

b. Create customer managed license (カスタマー管理ライセンスの作成) を選択します。
c. [IAM permissions (one-time setup)] 画面で [I grant AWS License Manager the required 

permissions] を選択し、次に [Grant permissions] を選択します。

このウィンドウが表示されない場合は、必要なアクセス許可がすでに設定されています。
2. https://console.aws.amazon.com/gluestudio/ で AWS Glue Studio コンソールを開きます。
3. AWS Glue Studio コンソールのナビゲーションペインで、メニューアイコン ( ) を展開して、

[Connectors (コネクタ) を選択します。
4. [Connectors] (コネクタ) ページで、[Go to AWS Marketplace] をクリックします。
5. AWS Marketplace の [AWS Glue Studio の製品を検索] セクションで、検索フィールドに

「Elasticsearch 向けの AWS Glue コネクタ」と入力し、Enter キーを押します。
6. [Elasticsearch 向けの AWS Glue コネクタ] というコネクタの名前を選択します。
7. コネクタの製品ページで、そのコネクタに関するタブを開いて情報を表示します。続行する準備が

整ったら、[Continue to Subscribe] (スクライブを続行する) を選択します。
8. ソフトウェアの利用規約を確認します。[Accept Terms] (規約に同意する) をクリックします。
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9. サブスクリプションプロセスが完了すると、「Thank you for subscribing to this product! You can now 
configure your software.」(製品にサブスクライブしていただきありがとうございます。ソフトウェア
の設定が可能になりました。) という通知が表示されます。バナーの上に [Continue to Configuration]
(設定に進む) ボタンがあります。[Continue to Configuration (設定に進む)] を選択します。

10. [Configure this software] (このソフトウェアを設定) ページで、フルフィルメントオプションを選択し
ます。AWS Glue 1.0/2.0 または AWS Glue 3.0 を選択できます。[Continue to Launch] (続行して起動
する) を選択します。

次のステップ
ステップ 3: AWS Glue Studio でコネクタをアクティブにして、接続を作成します。 (p. 149)

ステップ 3: AWS Glue Studio でコネクタをアク
ティブにして、接続を作成します。

[Continue to Launch (起動を続ける) を選択すると、AWS Marketplace の [Launch this software] (ソフト
ウェアの起動) ページが表示されます。AWS Glue Studio でリンクを使用してコネクタをアクティブ化し
た後、接続を作成します。

コネクタを展開し、AWS Glue Studio で接続を作成する方法

1. AWS Marketplace コンソールの [Launch this software] (ソフトウェアの起動) ページで、Usage 
Instructions (使用方法) を選択し、表示されるウィンドウでリンクを選択します。

ブラウザ は AWS Glue Studio コンソールの 「Create marketplace connection] ページにリダイレクト
されます。

2. 接続の名前を入力します。例えば、my-es-connection です。
3. [Connection access] (接続アクセス) セクションの [Connection credential type] (接続の認証情報タイ

プ) で、[User name and password] (ユーザー名とパスワード) を選択します。　　　 
4. [AWS シークレット] で、シークレット名を入力します。例えば、my-es-secret です。
5. [Network options] (ネットワークオプション) セクションで、VPC 情報を入力して OpenSearch クラス

ターに接続します。
6. [Create connection and activate connector] (接続の作成とコネクタのアクティブ化) を選択します。

次のステップ
ステップ 4: ETL ジョブの IAM ロールを設定する (p. 149)

ステップ 4: ETL ジョブの IAM ロールを設定する
AWS Glue ETLジョブを作成するとき、使用するジョブの AWS Identity and Access Management (IAM) 
ロールを指定します。ロールは、Amazon S3（ソース、ターゲット、スクリプト、ドライバーファイル、
一時ディレクトリ）および AWS Glue Data Catalog オブジェクトを含む、ジョブで使用されるすべてのリ
ソースへのアクセスを許可する必要があります。

AWS Glue ETL ジョブで想定される IAM ロールは、前のセクションで作成したシークレットにもアクセ
スできる必要があります。デフォルトでは、AWS が管理するロール AWSGlueServiceRole はシーク
レットにアクセスできません。シークレットのアクセスコントロールを設定するには、「AWS Secrets 
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次のステップ

Manager の認証とアクセスコントロール」および「特定のシークレットへのアクセスの制限」を参照して
ください。　

ETL ジョブの IAM ロールを設定するには

1. the section called “ETL ジョブに必要な IAM アクセス許可を確認する” (p. 10) で説明しているように、
アクセス許可を設定します。

2. AWS Glue Studio で説明しているように、the section called “コネクタの使用に必要なアクセス許
可” (p. 11) でコネクタを使用するときに必要な追加のアクセス許可を設定します。

次のステップ
ステップ 5: OpenSearch 接続を使用するジョブを作成する (p. 150)

ステップ 5: OpenSearch 接続を使用するジョブを
作成する

ETL ジョブのロールを作成した後、AWS Glue Studio で Open Spark ElasticSearch の接続とコネクタを使
用するジョブを作成できます。

ジョブが Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) で実行されている場合は、VPC が正しく設定され
ていることを確認してください。詳細については、「the section called “ETL ジョブの VPC を設定しま
す” (p. 14)」(ETL ジョブの VPC を設定します) を参照してください。

Elasticsearch Spark コネクタを使用するジョブを作成するには

1. AWS Glue Studio で コネクタ を選択します。
2. [Your connections] (接続) リストで、作成した接続を選択し、[Create job] を選択します。
3. ビジュアルジョブエディタで、[Data source node] (データソースノード) を選択します。右側の[Data 

source properties - Connector] (データソースのプロパティ- コネクタ) タブで、コネクタの追加情報を
設定します。

a. [Add schema] (スキーマの追加) を選択し、データソースにデータセットのスキーマを入力しま
す。接続には、データカタログに格納されたテーブルは使用されません。つまり、AWS Glue 
Studio はデータのスキーマを認識しません。このスキーマ情報は手動で指定する必要がありま
す。スキーマエディタの使用方法については、「the section called “カスタム変換ノードでスキー
マを編集する” (p. 88)」を参照してください。

b. Connection options (接続オプション) を展開します。
c. [Add new option] (新しいオプションの追加) を選択し、AWS シークレットに入力されなかったコ

ネクタに必要な情報を入力します。

• es.nodes: https://<OpenSearch ドメインエンドポイント>
• es.port: 443
• path: test
• es.nodes.wan.only.: true

これらの接続オプションの詳細については、「https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/ 
hadoop/current/configuration.html」を参照してください。

4. the section called “ジョブ図にノードを追加する” (p. 117) と the section called “データターゲットノー
ドの編集” (p. 111) の説明の通り、ターゲットノードをグラフに追加します。　
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データターゲットは Amazon S3 にすることも、AWS Glue Data Catalog またはコネクタからの情
報を使用して別の場所にデータを書き込むこともできます。例えば、データカタログテーブルを使
用して Amazon RDS のデータベースに書き込むことも、コネクタをデータターゲットとして使用し
て、AWS Glue でネイティブにサポートされていないデータストアに書き込むこともできます。

データターゲットのコネクタを選択する場合は、そのコネクタ用に作成された接続を選択する必要が
あります。また、コネクタプロバイダで必要な場合は、コネクタに追加情報を提供するオプションを
追加する必要があります。AWS シークレットの情報を含む接続を使用する場合は、接続オプションで
ユーザー名とパスワード認証を指定する必要はありません。

5. オプションで、the section called “AWS Glue マネージドデータ変換ノードの編集” (p. 56) の説明の通
り、追加のデータソースと 1 つ以上の変換ノードを追加します。

6. ステップ 3 から the section called “ジョブのプロパティを変更する” (p. 161) の説明の通りジョブプ
ロパティを設定し、ジョブを保存します。

次のステップ
ステップ 6: ジョブを実行する (p. 151)

ステップ 6: ジョブを実行する
ジョブを保存した後、ジョブを実行し ETL 操作が行えるようになります。

Elasticsearch 向けの AWS Glue コネクタ用に作成したジョブを実行するには

1. AWS Glue Studio コンソールを使用して、ビジュアルエディタページで [Run](実行) を選択します。
2. 成功バナーで、[Run Details] (実行の詳細) を選択するか、[Runs] (実行) タブをクリックして、ジョブ

の実行に関する情報を表示します。
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ジョブモニタリングダッシュボードにアクセスする

AWS Glue Studio での ETL ジョブの
モニタリング

モニタリングは、AWS Glue および AWS Glue Studio で ETL ジョブの信頼性、可用性、パフォーマンス
を維持する上で重要な部分です。マルチポイント障害が発生した場合は、その障害をより簡単にデバッグ
できるように、AWS ソリューションのすべての部分からモニタリングデータを収集する必要があります。

トピック
• ジョブモニタリングダッシュボードにアクセスする (p. 152)
• ジョブモニタリングダッシュボードの概要 (p. 152)
• ジョブの実行ビュー (p. 152)
• ジョブの実行ログの表示 (p. 154)
• ジョブの実行の詳細を表示する (p. 155)
• ジョブの実行の Amazon CloudWatch メトリクスを表示する (p. 156)

ジョブモニタリングダッシュボードにアクセスする
ジョブモニタリングダッシュボードにアクセスするには、AWS Glue Studio ナビゲーションペインの 
[Monitoring] (モニタリング) リンクを選択します。

ジョブモニタリングダッシュボードの概要
ジョブモニタリングダッシュボードでは、ジョブの実行に関する全体的な概要と、ステータスが [Running] 
(実行中)、[Canceled] (キャンセル済み)、[Success] (成功)、または [Failed] (失敗) となっているジョブの合
計を表示します。追加のタイルには、ジョブの実行の全体的な成功率、ジョブの DPU 使用率、ジョブタ
イプ、ワーカータイプ、日別のジョブステータスの内訳が表示されます。

タイル内のグラフはインタラクティブです。グラフ内の任意のブロックを選択して、ページの下部にある 
[Job runs] (ジョブの実行) テーブルで、それらのジョブのみを表示するフィルターを実行します。

[Date range] (日付範囲) セレクタを使用して、このページに表示される情報の日付範囲を変更できます。
日付範囲を変更すると、現在の日付より前の指定した日数の値を表示するよう情報のタイルが調整されま
す。また、[Date range] (日付範囲) セレクタから [Custom] (カスタム) を選択して、特定の日付範囲を使用
することもできます。

ジョブの実行ビュー
[Job runs] (ジョブの実行) リソースリストには、指定した日付範囲とフィルターのジョブが表示されます。

ステータス、ワーカータイプ、ジョブタイプ、ジョブ名などの追加の基準でジョブをフィルタリングで
きます。テーブルの上部にあるフィルターボックスに、フィルターとして使用するテキストを入力できま
す。テキストを入力すると、一致するテキストを含む行でテーブルの結果が更新されます。
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ジョブモニタリングダッシュボードのグラフから要素を選択すると、ジョブのサブセットを表示できま
す。例えば、[Job runs summary] (ジョブの実行のサマリー) タイルで実行中のジョブの数を選択する場
合、[Job runs] (ジョブの実行) リストには、その時点で Running のステータスにあるジョブのみが表示さ
れます。[Worker type breakdown] (ワーカータイプの内訳) の棒グラフでいずれかのバーを選択する場合、
ワーカータイプとステータスが一致するジョブの実行のみが [Job runs] (ジョブの実行) リストに表示され
ます。

[Job runs] (ジョブの実行) リソースリストには、ジョブの実行の詳細が表示されます。列見出しを選択し
て、テーブル内の行を並べ替えることができます。テーブルには次の情報が含まれます。

プロパティ 説明

ジョブ名 ジョブの名前

タイプ ジョブの環境のタイプ

• Glue ETL: AWS Glue が管理する Apache Spark 
環境で実行します。

• Glue Streaming: Apache Spark 環境で実行し、
データストリームで ETL を実行します。

• Python shell (Python シェル): Python スクリプト
をシェルとして実行します。

開始時間 このジョブ実行が開始された日付と時刻。

終了時間 このジョブ実行が完了した日付と時刻。

実行ステータス 現在のジョブ実行の状態。値は次のようになりま
す。

• STARTING
• RUNNING
• STOPPING
• STOPPED
• SUCCEEDED
• FAILED
• TIMEOUT

実行時間 ジョブの実行でリソースを消費した時間。

容量 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) の数。容量計画の詳
細については、AWS Glue デベロッパーガイドの
「Monitoring for DPU Capacity Planning」を参照し
てください。

ワーカータイプ ジョブの実行時に割り当てられた事前定義済みの
ワーカーのタイプ。値は、G.1X または G.2X にな
ります。

• G.1X – このタイプを選択する場合は、[Number 
of workers] (ワーカー数) 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
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プロパティ 説明
が AWS Glue バージョン 2.0 以降のジョブの 
[Worker type] (ワーカータイプ) 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] (ワーカー数) 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。

DPU 時間 ジョブの実行に使用される DPU の推定数。DPU 
は、処理能力の相対的な尺度です。DPU は、ジョ
ブの実行のコストを割り出すために使用されま
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。

リストから任意のジョブの実行を選択し、追加の情報を表示できます。ジョブの実行を選択して、次のい
ずれかを実行します。

• [Actions] (アクション) メニューから [View job] (ジョブの表示) オプションを選択して、ビジュアルエ
ディタでジョブを表示します。

• [Actions] (アクション) メニューから [Stop run] (実行の停止) オプションを使用して、現在行われている
ジョブ実行を停止します。

• [View CloudWatch logs] (CloudWatch ログを表示) ボタンをクリックして、そのジョブのジョブの実行ロ
グを表示します。

• [View run details] (実行の詳細を表示する) を選択して、ジョブの実行の詳細ページを表示します。

ジョブの実行ログの表示
ジョブのログは、さまざまな方法で表示できます。

• [Monitoring] (モニタリング) ページの [Job runs] (ジョブの実行) テーブルで、ジョブの実行を選択し、
[View CloudWatch logs] (CloudWatch ログを表示) を選択します。

• ビジュアルジョブエディタの、ジョブの [Runs] (実行) タブで、ハイパーリンクを選択してログを表示で
きます。
• Logs (ログ) – ジョブの実行で継続的なログ記録が有効であるときに書き込まれる Apache Spark ジョ

ブのログへのリンクです。このリンクを選択すると、/aws-glue/jobs/logs-v2 ロググループ 内
の Amazon CloudWatch ログに移動します。デフォルトでは、不要な Apache Hadoop YARN ハー
トビート、Apache Spark ドライバー、エグゼキューターログメッセージはログから除外されていま
す。継続的なログ記録の詳細については、AWS Glue デベロッパーガイドの「Continuous Logging for 
AWS Glue Jobs」を参照してください。

• Error logs (エラーログ) – このジョブの実行で stderr に書き込まれるログへのリンクです。このリン
クを選択すると、/aws-glue/jobs/error ロググループ 内の Amazon CloudWatch ログに移動しま
す。これらのログを使用して、ジョブの実行中に発生したエラーに関する詳細を表示できます。

• Output logs (出力ログ) – このジョブの実行で stdout に書き込まれるログへのリンクです。このリン
クを選択すると、/aws-glue/jobs/output ロググループ 内の Amazon CloudWatch ログに移動し
ます。これらのログを使用して、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することができます。
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ジョブの実行の詳細を表示する
[Monitoring] (モニタリング) ページの [Job runs] (ジョブの実行) リストでジョブを選択し、[View run 
details] (実行の詳細を表示する) をクリックして、ジョブの実行に関する詳細情報を表示できます。

ジョブの実行の詳細ページには、次の情報が表示されます。

プロパティ 説明

ジョブ名 ジョブの名前

実行ステータス 現在のジョブ実行の状態。値は次のようになりま
す。

• STARTING
• RUNNING
• STOPPING
• STOPPED
• SUCCEEDED
• FAILED
• TIMEOUT

Glue バージョン ジョブ実行で使用される AWS Glue バージョン

最近の試行 このジョブの実行での自動の再試行回数

開始時間 このジョブの実行が開始した日付と時刻

終了時間 このジョブの実行が完了した日付と時刻

起動時間 ジョブの実行の準備にかかった時間

実行時間 ジョブのスクリプトの実行にかかった時間

トリガー名 ジョブに関連付けられているトリガーの名前

最終更新日 ジョブが最後に変更された日付

セキュリティ設定 ジョブのセキュリティ設定。これには、Amazon 
S3 の暗号化、CloudWatch の暗号化、およびジョ
ブブックマークの暗号化設定が含まれます。

タイムアウト ジョブの実行のタイムアウトのしきい値

割り当てられた容量 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) の数。容量計画の詳
細については、AWS Glue デベロッパーガイドの
「Monitoring for DPU Capacity Planning」を参照し
てください。

最大容量 ジョブの実行に使用可能な最大の容量。

ワーカー数 ジョブの実行に使用されるワーカーの数

ワーカータイプ ジョブの実行に割り当てられる定義済みのワー
カータイプ。値は、G.1X または G.2X になりま
す。
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プロパティ 説明
• G.1X – このタイプを選択する場合は、[Number 

of workers] (ワーカー数) 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] (ワーカータイプ) 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] (ワーカー数) 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。

ログ 継続的なログ記録のためのジョブのログへのリン
ク (/aws-glue/jobs/logs-v2)

出力ログ ジョブの出力ログファイルへのリンク (/aws-
glue/jobs/output)

エラーログ ジョブのエラーログファイルへのリンク (/aws-
glue/jobs/error)

ジョブの実行の Amazon CloudWatch メトリクスを
表示する

ジョブの実行の詳細ページの [Run details] (実行の詳細) セクションでは、ジョブのメトリクスを表示でき
ます。AWS Glue Studio はジョブ実行のたびにジョブメトリクスを Amazon CloudWatch に送信します。

AWS Glue では、30 秒ごとに Amazon CloudWatch にメトリクスが報告されます。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、メトリクスのダッシュボードによ
り 30 秒の値が集計 (合計) され、直近 1 分間分の値を取得できます。一方、AWS Glue によって Amazon 
CloudWatch に渡される Apache Spark メトリクスは、一般的に報告された時点での状態を表す絶対値で
す。

Note

Amazon CloudWatch のアクセス許可 (p. 9) で示されているように、Amazon CloudWatch にアク
セスできるようアカウントを設定する必要があります。

メトリクスには、次のようなジョブの実行に関する情報が表示されます。

• ETL Data Movement (ETL データ移動) – Amazon S3 から読み取られたバイト数またはそこに書き込ま
れたバイト数。

• Memory Profile: Heap used (プロファイル: ヒープ使用) – Java 仮想マシン (JVM) ヒープによって使用さ
れたメモリのバイト数。

• Memory Profile: heap usage (メモリプロファイル: ヒープ使用量) – JVM ヒープによって使用されたメモ
リの割合 (スケール: 0～1)。百分率で示されます。
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• CPU Load (CPU 負荷) – 使用された CPU システムの負荷の割合 (スケール: 0～1)。百分率で示されま
す。
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AWS Glue Studio による ETL ジョブ
の管理

AWS Glue Studio ではシンプルでグラフィカルなインタフェースを使用して、ETL ジョブを管理できま
す。ナビゲーションメニューで、[Jobs] (ジョブ) を選択し、[Jobs] (ジョブ) ページを表示します。この
ページには、AWS Glue Studio または AWS Glue コンソールで作成したすべてのジョブが表示されます。
このページでは、ジョブを表示、管理、および実行できます。

またこのページでは、次のタスクを実行できます。
• ジョブの実行の開始 (p. 158)
• ジョブの実行のスケジュール (p. 158)
• ジョブスケジュールの管理 (p. 159)
• ジョブの実行の停止 (p. 160)
• ジョブの表示 (p. 160)
• 最近のジョブの実行の情報を表示する (p. 161)
• ジョブスクリプトの表示 (p. 161)
• ジョブのプロパティを変更する (p. 161)
• ジョブの保存 (p. 163)
• ジョブのクローンを作成する (p. 165)
• ジョブの削除 (p. 165)

ジョブの実行の開始
AWS Glue Studio ではオンデマンドでジョブを実行できます。ジョブは複数回実行でき、ジョブを実行す
るたびに、AWS Glue によりジョブのアクティビティとパフォーマンスに関する情報が収集されます。こ
の情報は [job run] (ジョブの実行) として参照され、ジョブの実行 ID によって識別されます。

AWS Glue Studio では次の方法でジョブの実行を開始できます。

• [Jobs] (ジョブ) ページで、開始するジョブを選択してから、[Run job] (ジョブの実行) ボタンをクリック
します。

• ビジュアルエディタでジョブを表示していて、そのジョブが保存されている場合は、[Run] (実行) ボタン
をクリックして、ジョブの実行を開始します。

ジョブの実行についての詳細は、AWS Glue デベロッパーガイドの「Working with Jobs on the AWS Glue 
Console」を参照してください。

ジョブの実行のスケジュール
AWS Glue Studio ではスケジュールを作成し、特定の時間にジョブを実行できます。ジョブが実行される
回数、曜日、時間などの制約を指定できます。これらの制約は cron に基づいており、cron と同じ制限
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があります。例えば、毎月 31 日にジョブを実行することを選択した場合、31 日がない月があることに注
意してください。cron の詳細については、AWS Glue デベロッパーガイドの「cron 式」を参照してくだ
さい。

スケジュールに従ってジョブを実行するには

1. 次のいずれかの方法を使用して、ジョブのスケジュールを作成します。

• [Jobs] (ジョブ) ページで、スケジュールを作成するジョブを選択し、[Actions] (アクション) を選択
してから、[Schedule job] (ジョブのスケジュール) を設定します。

• ビジュアルエディタでジョブを表示していて、そのジョブが保存されている場合は、[Schedules] 
(スケジュール) タブを選択します。次に [Create Schedule] (スケジュールの作成) を選択します。

2. [Schedule job run] (ジョブの実行のスケジュール) ページで、次の情報を入力します。

• Name (名前): ジョブのスケジュールの名前を入力します。
• Frequency (頻度): ジョブのスケジュールの頻度を入力します。以下のオプションを選択できます。

• Hourly (毎時): ジョブは 1 時間ごとに実行され、特定の時間に始まります。ジョブを実行する時間
の分を指定できます。デフォルトでは、[hourly] (毎時) を選択すると、ジョブは時間の初め (0 分) 
に実行されます。

• Daily (毎日): ジョブは毎日実行され、一度に開始します。ジョブを実行する時間の分とジョブ
の開始時間を指定できます。時間は 23 時間制で指定され、午後の時間には 13 から 23 の数字を
使用します。分と時間のデフォルトの値は 0 です。つまり、[Daily] (毎日) を選択している場合、
ジョブはデフォルトで午前 0 時に実行されます。

• Weekly (毎週): ジョブは毎週 1 日以上実行されます。前述の [Daily] (毎日) と同じ設定に加えて、
ジョブを実行する曜日を選択できます。1 日以上選択できます。

• Monthly (毎月): ジョブは毎月、特定の日に実行されます。前述の [Daily] (毎日) と同じ設定に加え
て、その月のジョブを実行する日を選択できます。その日を 1 から 31 の数値で指定します。2 月 
30 日などの、1 か月で存在しない日を選択した場合、その月にジョブは実行されません。

• Custom (カスタム): cron 構文を使用して、ジョブのスケジュールの式を入力します。cron 式を
使用すると、その月の特定の日ではなく最終日、または 3 か月ごとに 7 日と 21 日などのより複雑
なスケジュールを作成できます。

AWS Glue デベロッパーガイドの「cron 式」を参照してください。
• Description (説明): オプションで、ジョブのスケジュールについての説明を入力できます。複数の

ジョブに同じスケジュールを使用する場合、説明があることでジョブのスケジュールがどうなって
いるのかを簡単に確認できます。

3. [Create schedule] (スケジュールの作成) をクリックして、ジョブのスケジュールを保存します。
4. スケジュールを作成すると、コンソールページの上部に成功のメッセージが表示されます。このバ

ナーの [Job details] (ジョブの詳細) をクリックして、ジョブの詳細を表示できます。これにより、
[Schedules] (スケジュール) タブが選択されているビジュアルジョブエディタのページが開きます。

ジョブスケジュールの管理
ジョブのスケジュールを作成したら、ビジュアルエディタでジョブを開き、[Schedules] (スケジュール) タ
ブをクリックして、スケジュールを管理できます。

[Schedules] (スケジュール) タブでは、次のタスクを実行できます。

• 新しいスケジュールの作成。

[Create Schedule] (スケジュールの作成) を選択し、the section called “ジョブの実行のスケジュー
ル” (p. 158) に示されているようにスケジュールの情報を入力します。

• 既存のスケジュールの編集。
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編集するスケジュールを選択して、[Action] (アクション)、[Edit schedule] (スケジュールの編集) を選
択します。既存のスケジュールの編集を選択すると、[Frequency] (頻度) は [Custom] (カスタム)、スケ
ジュールは cron 式と表示されます。cron 式を変更するか、[Frequency] (頻度) ボタンを使用して新し
いスケジュールを指定できます。変更が完了したら、[Update schedule] (スケジュールの更新) を選択し
ます。

• アクティブなスケジュールの一時停止。

アクティブなスケジュールを選択して、[Action] (アクション)、[Pause schedule] (スケジュールの一時停
止) を選択します。スケジュールは、すぐに非アクティブ化されます。更新されたジョブスケジュール
のステータスを表示するには、[refresh (reload)] (更新 (再ロード)) ボタンをクリックします。

• 一時停止したスケジュールの再開。

非アクティブ化したスケジュールを選択して、[Action] (アクション)、[Resume schedule] (スケジュール
の再開) を選択します。スケジュールはすぐにアクティブになります。更新されたジョブスケジュール
のステータスを表示するには、[refresh (reload)] (更新 (再ロード)) ボタンをクリックします。

• スケジュールの削除。

削除するスケジュールを選択して、[Action] (アクション)、[Delete schedule] (スケジュールの削除) を
選択します。スケジュールはすぐに削除されます。更新したジョブスケジュールのリストを表示するに
は、[refresh (reload)] (更新 (再ロード)) ボタンを選択します。スケジュールには、完全に削除されるまで 
[Deleting] (削除中) のステータスが表示されます。

ジョブの実行の停止
ジョブの実行が完了する前に、ジョブを停止できます。ジョブが正しく設定されていないことがわかって
いる場合、またはジョブの完了に時間がかかりすぎる場合は、このオプションを選択できます。

[Monitoring] (モニタリング) ページの [Job runs] (ジョブの実行) リストで停止するジョブを選択し、
[Action] (アクション) を選択してから、[Stop run] (実行の停止) をクリックします。

ジョブの表示
すべてのジョブは、[Jobs] (ジョブ) ページで確認できます。このページにアクセスするには、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) ページでは、アカウントで作成されたすべてのジョブを確認できます。[Your jobs] (ジョブ) 
リストには、ジョブ名、タイプ、ジョブの前回の実行のステータス、およびジョブが作成されて最後に変
更された日付が表示されます。ジョブの名前を選択して、そのジョブの詳細情報を表示できます。

また、モニタリングダッシュボードを使用して、すべてのジョブを表示することもできます。ダッシュ
ボードにアクセスするには、ナビゲーションペインで、[Monitoring] (モニタリング) を選択します。ダッ
シュボードの使用についての詳細は、「AWS Glue Studio での ETL ジョブのモニタリング (p. 152)」を参
照してください。

ジョブの表示のカスタマイズ
[Jobs] (ジョブ) ページの [Your jobs] (ジョブ) セクションで、ジョブの表示方法をカスタマイズできます。
また、検索テキストフィールドにテキストを入力して、そのテキストを含む名前のジョブのみを表示する
こともできます。

[Your jobs] (ジョブ) セクションの設定アイコン ( ) を選択すると、AWS Glue Studio でテーブルに情報
を表示する方法をカスタママイズできます。表示内のテキストの行を折り返したり、ページに表示される
ジョブの数を変更したり、表示する列を指定できます。
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最近のジョブの実行の情報を表示する
新しいデータをソースの場所に追加する際、ジョブは複数回実行されます。ジョブを実行するたびに、一
意の ID が割り当てられ、それに関する情報が収集されます。この情報は、次の方法で表示できます。

• [Runs] (実行) タブをクリックして、現在表示されているジョブの実行の情報を表示します。

[Recent job runs] (最近のジョブの実行) ページの [Runs] (実行) タブ には、ジョブの実行ごとにカードが
あります。[Runs] (実行) タブで表示される情報には、次の情報が含まれます。
• ジョブの実行 ID
• このジョブの実行の試行回数
• ジョブの実行のステータス
• ジョブの実行開始および終了時刻
• ジョブの実行のランタイム
• ジョブのログファイルへのリンク
• ジョブのエラーログファイルへのリンク
• 失敗したジョブに返されたエラー

• ナビゲーションペインで、[Monitoring] を選択します。[Job runs] (ジョブの実行) リストまで下にスク
ロールします。ジョブを選択し、[View run details] (実行の詳細を表示する) を選択します。

[Monitoring] (モニタリング) ページからアクセスできるジョブの実行の詳細ページに表示される情報は、
より包括的です。内容は、ジョブの実行の詳細を表示する (p. 155) に記述されます。

このジョブのログについての詳細は、「ジョブの実行ログの表示 (p. 154)」を参照してください。

ジョブスクリプトの表示
ジョブ内のすべてのノードの情報を入力した後、AWS Glue Studio により、スクリプトが生成されます。
このスクリプトは、ジョブによるソースからのデータの読み取り、変換、ターゲットの場所への書き込み
に使用されます。ジョブを保存すると、このスクリプトをいつでも表示できます。

ジョブ用に生成されたスクリプトを表示するには

1. ナビゲーションペインで [Jobs] (ジョブ) を選択します。
2. [Jobs] (ジョブ) ページの [Your Jobs] (ジョブ) リストで、レビューするジョブの名前を選択します。ま

たは、リストからジョブを選択し、[Actions] (アクション) メニューを選択して、[Edit job] (ジョブの編
集) を選択することもできます。

3. ビジュアルエディタで、ページ上部の [Script] (スクリプト) タブを選択して、ジョブスクリプトを表示
します。

ジョブスクリプトを編集する場合は、「ジョブスクリプトの編集またはアップロード (p. 113)」を参
照してください。

ジョブのプロパティを変更する
ジョブで実行されるアクションは、ジョブ図のノードにより定義されますが、お客様がジョブに設定でき
るプロパティもいくつかあります。これらのプロパティでは、ジョブが実行される環境、使用するリソー
ス、しきい値の設定、セキュリティ設定などを決定できます。
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ジョブの実行環境をカスタマイズするには

1. ナビゲーションペインで [Jobs] (ジョブ) を選択します。
2. [Jobs] (ジョブ) ページの [Your Jobs] (ジョブ) リストで、レビューするジョブの名前を選択します。
3. ビジュアルエディタのページで、ジョブ編集ペインの上部にある [Job details] (ジョブの詳細) タブを

選択します。
4. 必要に応じて、ジョブのプロパティを変更します。

ジョブのプロパティの詳細については、AWS Glue デベロッパーガイドの「Defining Job Properties」
を参照してください。

5. 次のようなジョブのプロパティを指定する必要がある場合、[Advanced properties] (詳細プロパティ) 
セクションを展開します。

• Script filename  (スクリプトファイル名) – Amazon S3 でジョブスクリプトを保存するファイルの名
前です。

• Script path (スクリプトパス) – ジョブスクリプトが保存される Amazon S3 の場所です。
• Job metrics (ジョブのメトリクス) – (Python シェルジョブでは使用不可) ジョブの実行時に Amazon 

CloudWatch メトリクスの作成をオンにします。
• Continuous logging (継続的なログ記録) – (Python シェルジョブでは使用不可) CloudWatch への連続

的なログ記録をオンにし、ジョブが完了する前にログを表示できるようにします。
• Spark UI および Spark UI logs path (Spark UI ログパス) – (Python シェルジョブでは使用不可) この

ジョブをモニタリングするための Spark UI の使用をオンにし、Spark UI ログの場所を指定します。
• Maximum concurrency (同時実行の最大数) – 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。
• Temporary path (一時的なパス) – AWS Glue でジョブスクリプトが実行され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です。
• Delay notification threshold (minutes) (遅延通知のしきい値 (分)) – ジョブの遅延のしきい値を指定し

ます。ジョブがしきい値で指定された時間よりも長い時間実行された場合、AWS Glue によりジョ
ブの遅延通知が CloudWatch に送信されます。

• Security configuration (セキュリティ設定) および Server-side encryption (サーバー側の暗号化) – こ
れらのフィールドを使用して、ジョブの暗号化オプションを選択します。

• Use Glue Data Catalog as the Hive metastore (Glue Data Catalog を Hive メタストアとして使用す
る) – Apache Hive Metastore の代わりに AWS Glue Data Catalog を使用する場合、このオプション
を選択します。

• Additional network connection (追加のネットワーク接続) – VPC 内のデータソース向けに、タイプ
Network の接続を指定して、ジョブが VPC 経由でデータにアクセスできるようにします。

• Python library path (Python ライブラリパス)、Dependent jars path (依存 JARS パス) (Python シェ
ルジョブでは使用不可)、Referenced files path (参照されるファイルパス) – これらのフィールドを
使用して、スクリプトの実行時にジョブが使用する追加のファイルの場所を指定できます。

• Job Parameters (ジョブパラメータ) – 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
と値のペアを追加できます。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。ジョブスクリプトでのパラメータの使用の詳細については、AWS Glue デ
ベロッパーガイドの「Passing and Accessing Python Parameters in AWS Glue」を参照してくださ
い。

• Tags (タグ) – ジョブにタグを追加することで、ジョブの整理および識別が容易になります。
6. ジョブのプロパティを変更した後、ジョブを保存します。
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Spark のシャッフルファイルを Amazon S3 に保存する

Spark のシャッフルファイルを Amazon S3 に保存す
る
一部の ETL ジョブでは、複数のパーティションから情報を読み込んで結合する必要があります。例えば、
結合変換を使用する場合などです。この操作はシャッフリングと呼ばれます。シャッフル中、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。AWS Glue バージョン 3.0 では、これらの
ファイルの保存場所として Amazon S3 を設定できます。AWS Glue では、Amazon S3 との間でシャッフ
ルファイルの書き込みおよび読み込みを行うシャッフルマネージャーを利用できます。Amazon S3 からの
シャッフルファイルの書き込みおよび読み込みは、ローカルディスク (または Amazon EC2 用に最適化さ
れた Amazon EBS) に比べて 5% ～ 20% 遅くなります。ただし、Amazon S3 には無制限のストレージ容
量があるため、ジョブを実行する際に「No space left on device」エラーについて心配する必要は
ありません。

ファイルのシャッフルに Amazon S3 を使用するようにジョブを設定するには

1. [Jobs] (ジョブ) ページの [Your Jobs] (ジョブ) リストで、変更するジョブの名前を選択します。
2. ビジュアルエディタのページで、ジョブ編集ペインの上部にある [Job details] (ジョブの詳細) タブを

選択します。

[Job parameters] (ジョブパラメータ) セクションまで下にスクロールします。
3. 次のキーと値のペアを指定します。

• --write-shuffle-files-to-s3 — true

これは、AWS Glue でシャッフルマネージャーを構成する主要なパラメータです。シャッフルデー
タの書き込みおよび読み取りには Amazon S3 バケットを使用します。デフォルトでは、このパラ
メータの値は false です。

• (オプション) --write-shuffle-spills-to-s3 — true

このパラメータを使用すると、流出ファイルを Amazon S3 バケットにオフロードできます。これ
により、AWS Glue での 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。デフォルトでは、このパラメータの値は
false です。

• (オプション) --conf spark.shuffle.glue.s3ShuffleBucket — S3://<shuffle-
bucket>

このパラメータを使用すると、シャッフルファイルを書き込む際に使用する Amazon S3 バケット
を指定できます。このパラメータを設定しない場合、その場所は一時パス (--TempDir) 用に指定
された場所にある shuffle-data フォルダになります。

Note

シャッフルバケットの場所がジョブが実行されるのと同じ AWS リージョン にあることを
確認します。
また、ジョブの実行の終了後、ファイルはシャッフルサービスによりクリーンアップされ
ないため、シャッフルバケットの場所で Amazon S3 ストレージライフサイクルポリシー
を設定する必要があります。詳細については、Amazon S3 ユーザーガイドの「ストレージ
のライフサイクルの管理」をご参照ください。

ジョブの保存
ジョブが保存されるまで、[Save] (保存) ボタンの左側に、赤い [Job has not been saved] (ジョブは保存さ
れていません) という吹き出しが表示されます。
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ジョブ保存時のエラーのトラブルシューティング

ジョブを保存するには

1. [Visual] (ビジュアル) および [Job details] (ジョブの詳細) タブで、必要なすべての情報を入力します。
2. [保存] ボタンを選択します。

ジョブを保存すると、「保存されていません」という吹き出しが、ジョブが最後に保存された日時の
表示に変わります。

ジョブを保存する前に AWS Glue Studio を終了した場合、次回の AWS Glue Studio の起動時に通知が表
示されます。通知では、未保存のジョブがあり、それを復元するかどうかを尋ねられます。ジョブの復元
を選択すると、そのジョブの編集を続行できます。

ジョブ保存時のエラーのトラブルシューティング
[Save] (保存) ボタンをクリックすると、ジョブに必要な情報が欠落している場合は、情報が欠落している
タブに赤い吹き出しが表示されます。吹き出しの数字は、欠落している検出されたフィールドの数を示し
ます。

• ビジュアルエディタのノードが正しく設定されていない場合、[Visual] (ビジュアル) タブに赤い吹き出し
が表示され、エラーのあるノードに警告記号  が表示されます。
1. ノードを選択します。ノードの詳細パネルで、不足または誤った情報があるタブに赤い吹き出しが表

示されます。
2. ノードの詳細パネルで赤い吹き出しが表示されるタブを選択し、ハイライトされている問題のフィー

ルドを見つけます。フィールドの下のエラーメッセージには、問題に関する追加情報が表示されま
す。
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• ジョブのプロパティに問題がある場合、[Job details] (ジョブの詳細) タブには、赤い吹き出しが表示され
ます。そのタブを選択し、ハイライトされている問題のフィールドを見つけます。フィールドの下のエ
ラーメッセージにより、問題に関する追加情報が表示されます。

ジョブのクローンを作成する
[Clone job] (ジョブのクローン) アクションを使用して、既存のジョブを新しいジョブにコピーします。

既存のジョブをコピーして新しいジョブを作成するには

1. [Jobs] (ジョブ) ページの [Your Jobs] (ジョブ) リストで、複製するジョブを選択します。
2. [Actions] (アクション) メニューから、[Clone job] (ジョブのクローン) を選択します。
3. 新しいジョブの名前を入力します。その後、ジョブを保存または編集できます。

ジョブの削除
不要になったジョブを削除できます。1 回の操作で 1 つ以上のジョブを削除できます。

AWS Glue Studio からジョブを削除する方法

1. [Jobs] (ジョブ) ページの [Your Jobs] (ジョブ) リストで、削除するジョブを選択します。
2. [Actions] (アクション) メニューから、[Delete job] (ジョブの削除) を選択します。
3. 「delete」を入力して、ジョブを削除することを確認します。
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ジョブの削除

ビジュアルエディタで、そのジョブの [Job details] (ジョブの詳細) タブを表示して、保存したジョブを削
除することもできます。
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前提条件

チュートリアル: AWS Glue クローラ
の追加

この AWS Glue シナリオでは、主要な航空会社の到着データを分析して、各月の出発空港の人気度を計算
するよう求められています。2016 年のフライトデータが CSV 形式で Amazon S3 に保存されています。
データの変換と分析を行う前に、AWS Glue Data Catalog 内のそのメタデータをカタログ化します。

このチュートリアルでは、これらのフライトログからメタデータを推測し、データ Amazon S3 にテーブ
ルを作成するクローラを追加します。

トピック
• 前提条件 (p. 167)
• ステップ 1: クローラの追加 (p. 167)
• ステップ 2: クローラを実行する (p. 168)
• ステップ 3: AWS Glue Data Catalog オブジェクトを表示する (p. 168)

前提条件
このチュートリアルでは、 AWS アカウントを持ち、AWS Glue にアクセスできることを前提としていま
す。

ステップ 1: クローラの追加
Amazon S3 に保存されている CSV ファイルからメタデータを抽出するクローラを設定および実行するに
は、以下の手順に従ってください。

Amazon S3 に保存されているファイルを読み込むクローラを作成するには

1. AWS Glue サービスコンソールの左側のメニューで、[Crawlers] (クローラー) を選択します。
2. [Crawlers] (クローラ) ページで、[Add crawler] (クローラの追加) を選択します。これにより、クロー

ラの詳細に関する入力を求める一連のページが表示されます。
3. [クローラ名] フィールドに、「Flights Data Crawler」を入力して、 [Next] (次へ) を選択しま

す。

クローラは分類子を呼び出して、データのスキーマを推測します。このチュートリアルでは、デフォ
ルトの CSV 用の組み込みの分類子を使用します。

4. [クローラソースタイプ] で、[Data stores] (データストア) を選択し、[Next] (次へ) を選択します。
5. それでは、クローラをデータに指定します。[Add a data store] (データストアの追加) ページで、

[Amazon S3 data store] (Amazon S3 データストア) を選択します。このチュートリアルでは接続を使
用しないため、[Connection] (接続) フィールドが表示されている場合は、そのフィールドを空白のま
まにしてください。

[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、[Include path] (インクルードパス) に、クローラがフライ
トデータ（s3://crawler-public-us-east-1/flight/2016/csv）に対するパスを入力しま
す。パスを入力すると、このフィールドのタイトルが [Include path] (インクルードパス) に変わりま
す。[Next] (次へ) をクリックします。

6. 単一のクローラで複数のデータストアをクロールできます。ただし、このチュートリアルでは 1 つの
データストアのみを使用しているため、[No] (なし) を選択して、次に [Next] (次へ) を選択します。
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ステップ 2: クローラを実行する

7. クローラーには、データストアにアクセスして AWS Glue Data Catalog でオブジェクトを作成するた
めのアクセス許可が必要です。これらのアクセス許可を設定するために、[Create an IAM role] (IAM 
ロールを作成する) を選択します。IAM ロール名は 「AWSGlueServiceRole-」で始まります。
フィールドにロール名の後ろの部分を入力します。　 「CrawlerTutorial」と入力し、[Next] (次
へ) を選択します。

Note

IAM ロールを作成するには、AWS ユーザーは CreateRole、CreatePolicy、および
AttachRolePolicy アクセス許可が必要です。

ウィザードが「AWSGlueServiceRole-CrawlerTutorial」という名前の IAM ロールを作成
し、AWS 管理ポリシー AWSGlueServiceRole をこのロールにアタッチし、Amazon S3 ロケーショ
ン s3://crawler-public-us-east-1/flight/2016/csv への読み取りアクセスを許可するイン
ラインポリシーを追加します。

8. クローラのスケジュールを作成します。[Frequency] (頻度) で、[Run on demand (オンデマンドで実行
する) を選択してから、[Next] (次へ) を選択します。

9. クローラは Data Catalog 内にテーブルを作成します。テーブルは、Data Catalog 内のデータベース
に格納されます。まず、Add database (データベースを追加する) を選択してデータベースを作成しま
す。ポップアップウィンドウで、データベース名に 「test-flights-db」と入力し、[Create] (作
成) を選択します。

次に、[Prefix added to tables] (テーブルに追加されたプレフィックス) に「flights」を入力しま
す。残りのフィールドにはデフォルト値を使用し、[Next] (次へ) を選択します。

10. 選択した内容を確認するには、[Add crawler] (クローラの追加) ウィザードを使用します。誤りを見つ
けた場合は、Back (戻る) をクリックして前のページに戻り、修正します。

情報を確認したら、[Finish] (完了) をクリックしてクローラを作成します。

ステップ 2: クローラを実行する
クローラを作成した後、ウィザードがクローラビューページを表示します。オンデマンドのスケジュール
でクローラを作成するため、クローラを実行するオプションを使用できます。

クローラを実行するには

1. このページの上部にあるバナーでは、クローラが作成されたことが表示され、それを実行するかどう
かを尋ねられます。[Run it now?] (今すぐ実行しますか？) をクリックしてクローラを実行します。

バナーでは、クローラの「Attempting to run (実行しようとしています)」および「Running (実行中)」
というメッセージの表示に変わります。クローラの実行を開始すると、バナーが消え、クローラの表
示が更新され、クローラの [Starting] (起動) ステータスが表示されます。1 分後、[Refresh] (更新) アイ
コンをクリックして、テーブルに表示されるクローラのステータスを更新できます。

2. クローラが完了すると、クローラの変更を説明する新しいバナーが表示されます。test-flights-db リン
クを選択して、Data Catalog オブジェクトを表示できます。

ステップ 3: AWS Glue Data Catalog オブジェクト
を表示する

クローラがソースの場所からデータを読み込み、Data Catalog にテーブルを作成します。テーブルは、
スキーマを含むデータを表すメタデータ定義です。Data Catalog のテーブルにはデータが含まれていませ
ん。代わりに、ジョブ定義のソースまたはターゲットとしてこれらのテーブルを使用します。

168



AWS Glue Studio ユーザーガイド
ステップ 3: AWS Glue Data 

Catalog オブジェクトを表示する

クローラが作成した Data Catalog オブジェクトを表示する方法

1. 左側のナビゲーションペインの [Data catalog] (データカタログ) で、[Databases] (データベース) を選
択します。ここでは、クローラーによって作成された flights-db データベースを表示できます。

2. 左側のナビゲーションの [Data catalog] (データカタログ) で、 [Databases] (データベース) の下の
Tables (テーブル) を選択します。ここでは、クローラーが作成した flightscsv テーブルを表示で
きます。テーブル名を選択すると、テーブルの設定、パラメータ、およびプロパティを表示できま
す。このビューで下にスクロールすると、スキーマを表示できます。スキーマとは、テーブルの列と
データ型に関する情報です。

3. テーブルビューページで [View partitions] (パーティションの表示) を選択すると、データ用に作成され
たパーティションを表示できます。最初の列はパーティションキーです。
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AWS Glue Studio ユーザーガイドの
ドキュメント履歴

次の表に、AWS Glue Studio ユーザーガイド の各レビジョンにおける重要な変更点を示します。このド
キュメントの更新に関する通知については、RSS フィードでサブスクライブできます。

変更 説明 日付

AWS Glue Studio がデータ品
質を提供できるようになりまし
た。 (p. 170)

AWS Glue Data Quality は、定義
したルールに基づき、データ品
質の評価とモニタリングを行い
ます。詳細については、「AWS 
Glue Studio によるデータ品質の
評価」を参照してください。

2022 年 11 月 30 日

AWS Glue Studio がカスタムビ
ジュアル変換機能をリリースし
ました。 (p. 170)

カスタムビジュアル変換機能に
より、お客様がビジネス固有の 
ETL ロジックをチーム間で定
義、再利用、共有できるようにな
りました。詳細については、「カ
スタムビジュアル変更機能」を参
照してください。

2022 年 11 月 28 日

Glue Studio が中国で利用可能に
なりました (p. 170)

AWS Glue Studio が北京および
寧夏リージョンで利用可能になり
ました。

2021 年 10 月 11 日

AWS Glue Studio が、イン
タラクティブなジョブ編集に
おけるノートブックのオーサ
リング機能をリリースしまし
た。 (p. 170)

ノートブックはコードの記述と
実行、結果の可視化、およびイン
サイトの共有に役立ちます。通常
データサイエンティストは、ノー
トブックを使用して実験やデー
タ探索のタスクを行います。詳細
については、「ノートブックの使
用」を参照してください。

2021 年 10 月 1 日

ストリーミングソースへの直
接アクセスが可能になりまし
た (p. 170)

ビジュアルエディタで ETL ジョ
ブにデータソースを追加する場
合、データカタログデータベース
とテーブルを使用せずに、データ
ストリームにアクセスするための
情報を指定できます。

2021 年 9 月 30 日

カスタムコネクタをデータプレ
ビューで使用できるようになり
ました (p. 170)

カスタムコネクタを使用してデー
タソースノードを編集する場合、
[データプレビュー] タブを選択し
てデータセットをプレビューで
きます。詳細については、「カス
タムコネクタ」を参照してくださ
い。

2021 年 9 月 24 日
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AWS Glue Studio バージョ
ン 3.0 を AWS Glue でサポー
ト (p. 170)

AWS Glue Studio でジョブを作
成する場合は、[Job details] (ジョ
ブの詳細) タブで、ジョブのバー
ジョンとして Glue 3.0 を選択し
ます。ETL ジョブのバージョン
を選択しない場合は、デフォルト
で Glue 2.0 が使用されます。

2021 年 8 月 18 日

AWS GovCloud (US) 
Region (p. 170)

AWS GovCloud (US) Region 
で、AWS Glue Studio が使用可
能になりました

2021 年 8 月 18 日

AWS Glue Studio で Python シェ
ルのオーサリングが使用可能に
なりました (p. 170)

作成する新しいジョブとし
て、Python シェルジョブが選択
できるようになりました。詳細
については、ジョブの作成プロセ
スの開始 および Editing Python 
shell jobs in AWS Glue Studio を
参照してください。

2021 年 8 月 13 日

スクリプトを AWS Glue Studio 
にアップロードする (p. 170)

スクリプトエディタの機能を利用
して、ジョブスクリプトを AWS 
Glue Studio にアップロードがす
ることができます。詳細について
は、「ジョブの作成プロセスの開
始」および「Editing or uploading 
a job script」を参照してくださ
い。

2021 年 6 月 14 日

ジョブの作成および編集中に
ジョブのデータセットを表示す
る (p. 170)

ジョブダイアグラム内のノー
ドで、新規に追加された [Data 
preview] (データのプレビュー) タ
ブを使用すると、そのノードに
よって処理されるデータのサンプ
ルを表示できます。詳細について
は、「Using data previews in the 
visual job editor」を参照してくだ
さい。

2021 年 6 月 7 日

ビジュアルジョブエディタでス
トリーミング ETL ジョブの設定
を指定する (p. 170)

ビジュアルジョブエディタを使用
して、データソースのストリーミ
ングに追加の接続設定を構成し、
ストリーミング ETL ジョブを最
適化することができます。詳細に
ついては、「Using a streaming 
data source」を参照してくださ
い。

2021 年 6 月 4 日

ネットワーク接続のサポートが
追加されました (p. 170)

VPC にあるデータソースにアク
セスする場合は、ジョブのため
のネットワーク接続を指定でき
ます。詳細については、「Modify 
the job properties」を参照してく
ださい。

2021 年 5 月 24 日
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ジョブスクリプトを編集す
る (p. 170)

ジョブエディタを使用して、ス
クリプトの編集が可能になりまし
た。詳細については、「Editing a 
job script」を参照してください。

2021 年 5 月 24 日

AWS Glue Studio コンソー
ルを使用してジョブを削除す
る (p. 170)

AWS Glue Studio 内でジョブの
削除が可能になりました。方法に
ついては、「Delete jobs」を参照
してください。

2021 年 5 月 24 日

Amazon S3 の子フォルダの
ファイルからデータを読み取
る (p. 170)

Amazon S3 で単一のフォルダ
をデータソースとして指定し、
[Recursive] (再帰的) オプション
を使用することで、データソー
スの一部としてすべての子フォ
ルダーを含めることができます。
詳細については、「Using files in 
Amazon S3 for the data source」
を参照してください。

2021 年 4 月 30 日

コネクタおよび接続の削除機能
が追加されました (p. 170)

AWS Glue Studio でコネクタと
接続を削除できるようになりまし
た。詳細については、「Deleting 
connectors and connections」を
参照してください。

2021 年 4 月 30 日

欠落値を埋めるための変換が追
加されました (p. 170)

AWS Glue Studio の
FillMissingValues 変換を使用し
て、データセット内に欠落した
値があるレコードを検索し、推定
値を挿入しながら新しいフィール
ドを追加できます。詳細について
は、「Editing the data transform 
node」を参照してください。

2021 年 3 月 29 日

SQL 変換が使用可能になりまし
た (p. 170)

SQL の変換ノードを使用し
て、SQL クエリの形式で独自の
変換を記述できます。詳細につ
いては、「Using a SQL query to 
transform data」を参照してくだ
さい。

2021 年 3 月 23 日

JDBC ソースノードがジョブブッ
クマークキーをサポートするよ
うになりました (p. 170)

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。詳細については、
「Authoring jobs with custom 
connectors」を参照してくださ
い。

2021 年 3 月 15 日

データターゲットでコネクタが
使用可能になりました (p. 170)

カスタムまたは AWS 
Marketplace で提供されたコネク
タを、データターゲット用に使用
できるようになりました。詳細に
ついては、「Authoring jobs with 
custom connectors」を参照して
ください。

2021 年 3 月 15 日
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ビジュアルジョブエディタ
に新しいツールバーが追加
に (p. 170)

より合理化され機能的なツール
バーが、AWS Glue Studio のビ
ジュアルジョブエディタでご利用
いただけます。この機能により、
グラフへのノードの追加がより簡
単になります。

2021 年 3 月 8 日

データカタログテーブルを作成
せずに Amazon S3 からデータを
読み取る (p. 170)

AWS Glue Studio ではあらか
じめ AWS Glue Data Catalog 
でテーブルを作成しなくて
も、Amazon S3 から直接データ
を読み取ることができるように
なりました。詳細については、
「Editing the data source node」
を参照してください。

2021 年 2 月 5 日

AWS Glue Studio ジョブでデー
タカタログテーブルの更新が可
能になりました (p. 170)

AWS Glue Studio Glue Studio 
で、ジョブの実行中に AWS Glue 
Data Catalog を更新すること
が可能になりました。この機
能により、ジョブが新しいデー
タを Amazon S3 に書き込むた
びに、テーブルを最新の状態
に保つことが容易になります。
これにより、AWS Glue Data 
Catalog と互換性のある任意の
分析サービスからのクエリのた
めに、データを即座に利用でき
るようになります。詳細につい
ては、「Configuring data target 
nodes」を参照してください。

2021 年 2 月 5 日

AWS Glue Studio でジョブのス
ケジューリングが使用可能にな
りました (p. 170)

AWS Glue Studio で時間ベース
のスケジュールをジョブ実行用
に定義できます。コンソールを使
用して基本的なスケジュールを作
成したり、Unix ライクの cron 構
文を使用して、より複雑なスケ
ジュールを定義したりできます。
詳細については、「Schedule job 
runs」を参照してください。

2020 年 12 月 21 日

AWS Glue カスタムコネクタがリ
リースされました (p. 170)

AWS Glue の Custom 
Connectors を使用すると、AWS 
Marketplace 内でコネクターを
検索およびサブスクライブでき
ます。また、Apache Spark デー
タソース、Athena フェデレー
ティッドクエリ、および JDBC 
API 用に構築されたコネクタをプ
ラグインするための、AWS Glue 
Spark ランタイムインターフェ
イスもリリースしました。詳細
については、「Using connectors 
and connections with AWS Glue 
Studio」を参照してください。

2020 年 12 月 21 日
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AWS Glue バージョン 2.0でスト
リーミング ETL ジョブをサポー
ト (p. 170)

AWS Glue Studio Glue Studio 
で、AWS Glue バージョン 2.0 
を使用したストリーミング ETL
ジョブが実行可能になりました。
詳細については、AWS Glue デ
ベロッパーガイドの「Adding 
Streaming ETL Jobs in AWS 
Glue」を参照してください。

2020 年 11 月 11 日

AWS Glue Studio 開始のお知ら
せ (p. 170)

AWS Glue Studio に用意された
視覚的なインターフェイスによ
り、分析用にデータを準備するた
めのジョブ作成を簡素化すること
ができます。このガイドの最初の
バージョンは、AWS Glue Studio 
のリリースと同じ日に公開されま
した。

2020 年 9 月 23 日
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AWS 用語集
最新の AWS の用語については、「AWS 全般のリファレンス」の「AWS 用語集」を参照してください。
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