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Managed Managed Managed Managed Managed

Amazon マネージド Grafana では、ワークスペースと呼ばれる、論理的に分離された Grafana サーバー
を作成します。その後、Grafana ダッシュボードやビジュアライゼーションを作成することで、Grafana 
サーバーを実行するためのハードウェアを構築、パッケージ化、デプロイすることなく、メトリクス、ロ
グ、トレースを分析することができます。

Amazon Managed Grafana は、ロジカル Grafana サーバーのプロビジョニング、セットアップ、スケーリ
ング、メンテナンスを管理するため、これらのタスクを自分で行う必要はありません。Amazon Managed 
Grafana には、シングルサインオン、データアクセス制御、監査レポートなど、コーポレートガバナンス
の要件に準拠するための組み込みセキュリティ機能も用意されています。

Amazon マネージド Grafana は、Amazon、Amazon OpenSearch Service、、Amazon Timestream 
CloudWatch、Prometheus 用 Amazon マネージドサービスなど、運用データを収集するデータソースと
統合されています。AWSAWS X-RayAWS IoT SiteWiseAmazon Managed Grafana には、AWSサポー
トされているサービスをデータソースとして追加するための権限プロビジョニング機能が含まれていま
す。Amazon Managed Grafana は、一般的なオープンソース、サードパーティ、その他のクラウドデータ
ソースも多数サポートしています。

ユーザーの認証と承認については、Amazon Managed Grafana は SAML 2.0 をサポートする ID プロバイ
ダー (IdPs) と統合できますAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)。

Amazon マネージド Grafana は、ワークスペースのアクティブユーザーごとに料金がかかります。の価
格設定については、「ManManManManaged Managed Managed Managed Managed Managed Managed 
Managed Managed Man

サポートされるリージョン
Amazon ManManManManaged Managed Managed Managed Managed Managed Managed Managed 
Managed Man

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 grafana.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

1

http://aws.amazon.com/grafana/pricing
http://aws.amazon.com/grafana/pricing
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サポートされるリージョン

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 grafana.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 grafana.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

grafana.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

grafana.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

grafana.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

grafana.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

grafana.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 grafana.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 grafana.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

2
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AWS アカウントにサインアップする

セットアップ
() を初めて設定するには、AWSこのセクションのタスクを実行します。既にをお持ちの場合はAWS アカ
ウント、次の手順に進んでくださいAmazon マネージドGrafana 開始方法 (p. 17)。

にサインアップするとAWS、Amazon マネージド GrafanaAWS アカウント を含むのすべてのサービスに
自動的にアクセスできるようになります。AWSただし､料金が発生するのは、実際に使用したサービスの
分のみです。

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

AWS アカウント にサインアップするには

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

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

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

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

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

AWS アカウントのルートユーザー をセキュリティで保護する

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

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

2. ルートユーザーの多要素認証 (MFA) を有効にします。

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

管理ユーザーを作成する

• 日常的な管理タスクのためには、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) の管理
ユーザーに管理アクセスを割り当てます。

3

http://portal.aws.amazon.com/billing/signup
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/getting-started.html
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管理ユーザーを作成する

手順については、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイドの「開
始方法」を参照してください。

管理ユーザーとしてサインインする

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

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

Amazon Managed Grafana でのユー
ザー認証

Note

AWSSingle-sign-on (AWSSSO) は現在 IAM ID センターにリブランドされています。

ユーザーは、IAM を使用する代わりに、組織の ID プロバイダーを使用してシングルサインオンすること
で、Amazon マネージド Grafana ワークスペースの Grafana コンソールを使用するように認証されます。
各ワークスペースは、次の認証方法のいずれかまたは両方を使用できます。

• Security Assertion Markup Language 2.0 (SAML 2.0IdPs) をサポートする ID プロバイダー () に保存され
ているユーザー認証情報

• AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)

ワークスペースごとに、SAML、IAM ID センター、またはその両方を使用できます。一方の方法から始め
る場合は、もう一方の方法に切り替えることができます。

トピック
• Amazon マネージド Grafana ワークスペースで SAML を使用する (p. 5)
• Amazon マネージド Grafana ワークスペースでの使用AWS IAM Identity Center (successor to AWS 

Single Sign-On) (p. 14)

Amazon マネージド Grafana ワークスペースで 
SAML を使用する

Note

Amazon マネージド Grafana は現在、ワークスペースの IdP によるログインをサポートしていま
せん。SAML アプリケーションを Relay State を空にして設定する必要があります。

SAML 認証をサポートしているため、Amazon Managed Grafana ワークスペースの Grafana ワークスペー
スの Grafana ワークスペースの Grafana コンソールへのシングルサインオンを提供できます。Amazon 
Managed Grafana の SAML 認証により、サードパーティーの ID プロバイダーを使用して、ログイン、
アクセスコントロールの管理、データの検索、視覚化の構築を行うことができます。Amazon マネージド 
Grafana は、SAML 2.0 標準を使用し、Azure AD、Okta、および Ping Identity との統合アプリケーション
を構築およびテストしている ID プロバイダーをサポートしています。 CyberArk OneLogin

SAML 認証フローでは、Amazon マネージド Grafana ワークスペースがサービスプロバイダー (SP) とし
て機能し、IdP と対話してユーザー情報を取得します。SAML の詳細については、「セキュリティアサー
ションマークアップ言語」を参照してください。

IdP 内のグループを Amazon Managed Grafana ワークスペースのチームにマッピングし、それらのチー
ムにきめ細かいアクセス権限を設定できます。IdP で定義されている組織のロールを Amazon マネージド 
Grafana ワークスペースのロールにマッピングすることもできます。たとえば、IdP で開発者ロールが定
義されている場合、そのロールを Amazon マネージド Grafana ワークスペースの Grafana 管理者ロールに
マップできます。
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アサーティングマッピング

Amazon マネージド Grafana ワークスペースにサインインするには、ユーザーはワークスペースの 
Grafana コンソールのホームページにアクセスし、「SAML を使用してログイン」を選択します。ワーク
スペースは SAML 設定を読み取り、ユーザーを認証のための IdP にリダイレクトします。ユーザーは IdP 
ポータルにサインイン認証情報を入力し、有効なユーザーの場合、IdP は SAML アサーションを発行し、
ユーザーを Amazon Managed Grafana ワークスペースにリダイレクトします。Amazon Managed Grafana 
は、SAML アサーションが有効であり、ユーザーがサインインしてワークスペースを使用できることを確
認します。

Amazon マネージドGrafana 以下の SAML 2.0 バインディングをサポートしています。

• サービスプロバイダー (SP) から ID プロバイダー (IdP) へ
• HTTP ポストバインディング
• HTTP リダイレクトバインディング

• ID プロバイダー (IdP) からサービスプロバイダー (SP) へ
• HTTP ポストバインディング

Amazon Managed Grafana は署名付きおよび暗号化されたアサーションをサポートしていますが、署名付
きまたは暗号化されたリクエストはサポートしていません。

Amazon マネージド Grafana は SP からのリクエストをサポートしますが、IdP から開始されたリクエス
トはサポートしません。

アサーションマッピング
SAML 認証フロー中に、Amazon Managed Grafana は、アサーションコンシューマーサービス (ACS) の
コールバックを受け取ります。コールバックには、認証されるユーザーに関連するすべての情報が SAML 
レスポンスに埋め込まれています。Amazon マネージド Grafana はレスポンスを解析して、内部データ
ベース内でユーザーを作成 (または更新) します。

Amazon Managed Grafana がユーザー情報をマッピングするとき、アサーション内の個々の属性を調べま
す。これらの属性にはそれ以上の情報が含まれていますが、これらの属性はキーと値のペアと考えること
ができます。

Amazon Managed Grafana には設定オプションが用意されているため、これらの値を確認するキーを変更
できます。

Amazon マネージド Grafana コンソールを使用して、以下の SAML アサーション属性を Amazon マネージ
ド Grafana の値にマッピングできます。

• [アサーション属性ロール] で、ユーザーロールとして使用する SAML アサーション内の属性の名前を指
定します。

• [アサーション属性名] で、SAML ユーザーの完全な「わかりやすい」に使用する SAML アサーション内
の属性の名前を指定します。

• [アサーション属性のログイン] で、SAML ユーザーのサインイン名として使用する SAML アサーション
内の属性の名前を指定します。

• [アサーション属性の電子メール] で、SAML ユーザーの電子メール名として使用する SAML アサーショ
ン内の属性の名前を指定します。

• [アサーション属性の組織] で、ユーザー組織の「わかりやすい」名として使用する SAML アサーション
内の属性の名前を指定します。

• [アサーション属性グループ] で、ユーザーグループの「わかりやすい」名として使用する SAML アサー
ション内の属性の名前を指定します。

• 許可された組織では、ユーザーアクセスをIdPの特定の組織のメンバーであるユーザーのみに制限できま
す。

• 編集者ロール値には、お使いの IdP のユーザーロールを指定します。このユーザーロールにはすべて 
Amazon Managed GrafanaEditor ワークスペースでロールが付与される必要があります。
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ID プロバイダーへの接続

SAML を使用するワークスペースを作成するために必要な IAM 権限

承認に IdP と SAML を使用する Amazon Managed Grafana ワークスペースを作成する場
合、AWSGrafanaAccountAdministratorポリシーがアタッチされた IAM プリンシパルにサインオンする必
要があります。

ID プロバイダーへの接続
以下の外部アイデンティティプロバイダーは Amazon マネージド Grafana でテストされており、SAML で 
Amazon マネージド Grafana を設定するのに役立つアプリケーションをアプリケーションディレクトリま
たはギャラリーで直接提供しています。

トピック
• Azure Active Dire (p. 7)
• CyberArk (p. 8)
• Okta (p. 10)
• OneLogin (p. 11)
• Ping Identity (p. 12)

Azure Active Dire
以下の手順に従って、Azure Active Directory を ID プロバイダーとして使用するように Amazon マネージ
ド Grafana を設定します。これらの手順は、Amazon Managed Grafana ワークスペースを既に作成してい
て、ワークスペースの ID、URL、およびリージョンを書き留めていることを前提としています。

ステップ 1: Azure アクティブディレクトリで完了する手順
Azure Active Directory で次の手順を完了します。

Azure Active Directory を Amazon マネージド Grafana の ID プロバイダーとしてセットアップす
るには

1. 管理者として Azure コンソールにサインインします。
2. [Azure Active Directory] を選択します。
3. [エンタープライズアプリケーション] を選択します。
4. 「アマゾンマネージド Grafana SAML2.0」を検索して選択します。
5. アプリケーションを選択し、[設定] を選択します。
6. Azure Active Directory アプリケーション構成で、[ユーザーとグループ] を選択します。
7. 目的のユーザーとグループにアプリケーションを割り当てる。
8. [Single Sign-On] (Single Sign-On) を選択します。
9. [Next] を選択して SAML 設定ページに移動します。
10. SAML 設定を指定してください。

• 識別子 (エンティティ ID) には、Amazon マネージド Grafana ワークスペースのサービスプロバイ
ダー識別子 URL を貼り付けます。

• 返信 URL (アサーションコンシューマーサービス URL) には、Amazon Managed Grafana ワークス
ペースからのサービスプロバイダーの返信を貼り付けます。

• 「アサーションに署名」が選択され、「アサーションを暗号化」が選択されていないことを確認し
ます。
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CyberArk

11. 「ユーザー属性と要求」セクションで、これらの属性がマップされていることを確認します。大文字
が区別されます。

• メールは user.user.principalname で設定されます。
• displayName は user.displayname で設定されます。
• 一意のユーザー識別子は user.userprincipalname で設定されます。
• 渡したいその他の属性を追加します。アサーションマッピングで、Amazon Managed Grafana に渡

すことができる属性の詳細については、を参照してくださいアサーションマッピング (p. 6)。
12. SAML メタデータ URL をコピーします。Amazon マネージド Grafana ワークスペース設定で使用し

ます。

ステップ 2: Amazon マネージドGrafana で完了するためのス
テップ
Amazon Managed Grafana コンソールで次の手順を完了します。

Amazon マネージド Grafana の ID プロバイダーとしての Azure Active Directory の設定を完了す
るには

1. https://console.aws.amazon.com/grafana/ で Amazon マネージド Grafana コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、メニューアイコンを選択します。
3. [すべてのワークスペース] を選択します。
4. ワークスペースの ID。
5. 「認証」タブで、「SAML 設定のセットアップ」を選択します。
6. [メタデータのインポート] で、[アップロード] を選択するか、前のセクションの SAML メタデータ 

URL からコピーした Azure Active Directory URL をコピーして貼り付けます。
7. [アサーションマッピング] で、次の操作を行います。

• 「ワークスペースへの管理者の割り当てをオプトアウトしたい」が選択されていないことを確認し
てください。

Note

ワークスペースへの管理者の割り当てをオプトアウトしたい場合、Amazon Managed 
Grafana ワークスペースコンソールを使用して、データソース、ユーザー、ダッシュボー
ド権限の管理などのタスクを含むワークスペースを管理できなくなります。ワークスペー
スの管理上の変更は、Grafana API を使用してのみ行うことができます。

• アサーション属性ロールを、選択した属性名に設定します。
• 管理者ロールの値を、管理者ユーザーのロールに対応する値に設定します。
• (オプション) Azure Active Directory アプリケーションのデフォルト属性を変更した場合は、[追加設

定-オプション] を展開し、新しい属性名を設定します。

デフォルトでは、Azure DisplayName 属性が名前属性として渡され、Ping ID メール属性が電子
メール属性とログイン属性の両方に渡されます。

8. [SAML 設定の保存] を選択します。

CyberArk
以下の手順に従って、Amazon マネージド Grafana を ID CyberArk プロバイダーとして使用するように設
定します。これらの手順は、Amazon Managed Grafana ワークスペースを既に作成していて、ワークス
ペースの ID、URL、およびリージョンを書き留めていることを前提としています。
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CyberArk

ステップ 1: 完了する手順 CyberArk
CyberArkで次の手順を完了します。

Amazon マネージド Grafana の ID CyberArk プロバイダーとして設定するには

1. CyberArk ID 管理ポータルにサインインします。
2. [アプリ]、[Web アプリ] を選択します。
3. [Web アプリの追加] を選択します。
4. 「SAML2.0 用 Amazon マネージド Grafana」を検索し、「追加」を選択します。
5. CyberArk アプリケーション設定で、「信頼」セクションに移動します。
6. [ID プロバイダ設定] で、[メタデータ] を選択します。
7. 「URL をコピー」を選択し、URL を保存して、後の手順で使用します。
8. 「サービスプロバイダ設定」で、「手動設定」を選択します。
9. SAML 設定を指定してください。

• SP エンティティ ID には、Amazon マネージド Grafana ワークスペースからサービスプロバイダー
識別子 URL を貼り付けます。

• アサーションコンシューマーサービス (ACS) URL には、Amazon Managed Grafana ワークスペー
スからのサービスプロバイダーの返信を貼り付けます。

• 「サインレスポンスアサーション」を「アサーション」 に設定します。
• NameID の形式が電子メールアドレスであることを確認してください。

10. [Save] (保存) を選択します。
11. SAML レスポンスセクションで、Amazon Managed Grafana 属性がアプリケーション名にあり、 

CyberArk その属性が属性値にあることを確認します。次に、以下の属性がマップされていることを確
認します。大文字が区別されます。

• displayNameLoginUser で設定されます。 DisplayName。
• LoginUserメールは.Email で設定されます。
• 渡したいその他の属性を追加します。アサーションマッピングで、Amazon Managed Grafana に渡

すことができる属性の詳細については、を参照してくださいアサーションマッピング (p. 6)。
12. [Save] (保存) を選択します。
13. 「権限」セクションで、このアプリケーションを割り当てるユーザーとグループを選択し、「保存」

を選択します。

ステップ 2: Amazon マネージドGrafana で完了するためのス
テップ
Amazon Managed Grafana コンソールで次の手順を完了します。

Amazon マネージド Grafana の ID CyberArk プロバイダーとしてのセットアップを完了するには

1. https://console.aws.amazon.com/grafana/ で Amazon マネージド Grafana コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、メニューアイコンを選択します。
3. [すべてのワークスペース] を選択します。
4. ワークスペースの ID。
5. 「認証」タブで、「SAML 設定のセットアップ」を選択します。
6. [メタデータのインポート] で、[アップロード] を選択するか、前の手順でコピーした CyberArk URL 

をコピーして貼り付けます。
7. [アサーションマッピング] で、次の操作を行います。
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• 「ワークスペースへの管理者の割り当てをオプトアウトしたい」が選択されていないことを確認し
てください。

Note

ワークスペースへの管理者の割り当てをオプトアウトしたい場合、Amazon Managed 
Grafana ワークスペースコンソールを使用して、データソース、ユーザー、ダッシュボー
ド権限の管理などのタスクを含むワークスペースを管理できなくなります。ワークスペー
スの管理上の変更は、Grafana API を使用してのみ行うことができます。

• アサーション属性ロールを、選択した属性名に設定します。
• 管理者ロールの値を、管理者ユーザーのロールに対応する値に設定します。
• (オプション) CyberArk アプリケーションのデフォルト属性を変更した場合は、[追加設定-オプショ

ン] を展開し、新しい属性名を設定します。

デフォルトでは、CyberA DisplayName 属性は名前属性に渡され、 CyberArk mail 属性は電子メー
ル属性とログイン属性の両方に渡されます。

8. [SAML 設定の保存] を選択します。

Okta
以下の手順に従って、Okta を ID プロバイダーとして使用するように Amazon マネージド Grafana を設定
します。これらの手順は、Amazon Managed Grafana ワークスペースを既に作成していて、ワークスペー
スの ID、URL、およびリージョンを書き留めていることを前提としています。

ステップ 1: Okta で完了する手順
Okta で次の手順を完了します。

Okta を Amazon マネージド Grafana の ID プロバイダーとして設定するには

1. 管理者として Okta コンソールにサインインします。
2. 左側のパネルで、[アプリケーション]、[アプリケーション] を選択します。
3. 「アプリカタログを参照」を選択し、「Amazon マネージド Grafana」を検索します。
4. 「Amazon マネージド Grafana」を選択し、「追加」、「完了」を選択します。
5. アプリケーションを選択して設定を開始します。
6. 「サインオン」タブで、「編集」を選択します。
7. 「詳細なサインオン設定」で、「ネームスペース」フィールドと「リージョン」フィールドにそれぞ

れ Amazon Managed Grafana ワークスペース ID とリージョンを入力します。アマゾンマネージド 
Grafana ワークスペース ID とリージョンは、workspace-id .grafana-workspace #########
###### Grafana ####### URL に記載されています。 ##### .amazonaws.com。

8. [Save] (保存) を選択します。
9. SAML 2.0 で、ID プロバイダメタデータの URL をコピーします。これは、Amazon マネージド 

Grafana コンソールでのこの手順の後半で使用します。
10. 「アサインメント」タブで、Amazon マネージド Grafana を使用できるようにしたいユーザーとグ

ループを選択します。

ステップ 2: Amazon マネージドGrafana で完了するためのス
テップ
Amazon Managed Grafana コンソールで次の手順を完了します。

10



Amazon Managed Grafana ユーザーガイド
OneLogin

Amazon マネージド Grafana の ID プロバイダーとしての Okta の設定を完了するには

1. https://console.aws.amazon.com/grafana/ で Amazon マネージド Grafana コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、メニューアイコンを選択します。
3. [すべてのワークスペース] を選択します。
4. ワークスペースの ID。
5. [認証] タブで、[セットアップの完了] を選択します。
6. [メタデータのインポート] で、[アップロード] を選択するか、前の手順でコピーした Okta URL をコ

ピーして貼り付けます。
7. [アサーションマッピング] で、次の操作を行います。

• 「ワークスペースへの管理者の割り当てをオプトアウトしたい」が選択されていないことを確認し
てください。

Note

ワークスペースへの管理者の割り当てをオプトアウトしたい場合、Amazon Managed 
Grafana ワークスペースコンソールを使用して、データソース、ユーザー、ダッシュボー
ド権限の管理などのタスクを含むワークスペースを管理できなくなります。ワークスペー
スの管理上の変更は、Grafana API を使用してのみ行うことができます。

• アサーション属性ロールを、選択した属性名に設定します。
• 管理者ロールの値を、管理者ユーザーのロールに対応する値に設定します。
• (オプション) Okta アプリケーションのデフォルト属性を変更した場合は、[追加設定-オプション] を

展開し、新しい属性名を設定します。

デフォルトでは、Okta DisplayName属性は名前属性に渡され、Oktaメール属性は電子メール属性と
ログイン属性の両方に渡されます。

8. [SAML 設定の保存] を選択します。

OneLogin
以下の手順に従って、Amazon マネージド Grafana を ID OneLogin プロバイダーとして使用するように設
定します。これらの手順は、Amazon Managed Grafana ワークスペースを既に作成していて、ワークス
ペースの ID、URL、およびリージョンを書き留めていることを前提としています。

ステップ 1: 完了する手順 OneLogin
OneLoginで次の手順を完了します。

Amazon マネージド Grafana の ID OneLogin プロバイダーとして設定するには

1. OneLogin 管理者としてポータルにサインインします。
2. [アプリケーション]、[アプリケーション]、[アプリの追加] を選択します。
3. Amazon Managed Service for Grafana を検索します。
4. 任意の表示名を割り当て、[保存] を選択します。
5. [設定] に移動し、[名前空間] に Amazon マネージド Grafana ワークスペース ID を入力し、Amazon マ

ネージド Grafana ワークスペースのリージョンを入力します。
6. 「設定」タブに、Amazon マネージド Grafana ワークスペース URL を入力します。
7. 管理者が Amazon マネージド Grafana で対応する値を必要とする場合は、AdminRole パラメータを

デフォルトの「デフォルトなし」のままにして、「ルール」タブを使用して入力できます。この例で
は、アサーション属性ロールは Amazon マネージド Grafana の AdminRole に設定され、値は true に
なります。この値は、テナント内のどの属性にも指定できます。+ をクリックして、組織の要件を満
たすパラメータを追加および設定します。
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8. [ルール] タブを選択し、[ルールを追加] を選択して、ルールに名前を付けます。条件フィールド (if ス
テートメント) に、[メールアドレス] を含むメールを追加します。「アクション」フィールド (then ス
テートメント) で「Amazon AdminRole マネージドサービスで設定」を選択し、「管理者ロールを設
定」ドロップダウンで「マクロ」を選択し、値を true に設定します。組織は、さまざまなユースケー
スを解決するためにさまざまなルールを選択する場合があります。

9. [Save] (保存) を選択します。[その他のアクション] に移動し、[エンタイトルメントマッピングを再適
用] を選択します。ルールを作成または更新するたびに、マッピングを再適用する必要があります。

10. 発行者の URL をメモしておきます。この情報は、後で Amazon マネージド Grafana コンソールの設
定で使用します。次に、[Save] (保存) を選択します。

11. Access タブを選択して Amazon Managed Grafana OneLogin にアクセスするためのロールを割り当
て、アプリのセキュリティポリシーを選択します。

ステップ 2: Amazon マネージドGrafana で完了するためのス
テップ
Amazon Managed Grafana コンソールで次の手順を完了します。

Amazon マネージド Grafana の ID OneLogin プロバイダーとしてのセットアップを完了するには

1. https://console.aws.amazon.com/grafana/ で Amazon マネージド Grafana コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、メニューアイコンを選択します。
3. [すべてのワークスペース] を選択します。
4. ワークスペースの ID。
5. 「認証」タブで、「SAML 設定のセットアップ」を選択します。
6. [メタデータのインポート] で、[アップロード] を選択するか、 OneLogin OneLogin 前の手順でコン

ソールからコピーした発行者 URL をコピーして貼り付けます。
7. [アサーションマッピング] で、次の操作を行います。

• 「ワークスペースへの管理者の割り当てをオプトアウトしたい」が選択されていないことを確認し
てください。

Note

ワークスペースへの管理者の割り当てをオプトアウトしたい場合、Amazon Managed 
Grafana ワークスペースコンソールを使用して、データソース、ユーザー、ダッシュボー
ド権限の管理などのタスクを含むワークスペースを管理できなくなります。ワークスペー
スの管理上の変更は、Grafana API を使用してのみ行うことができます。

• アサーション属性ロールを、選択した属性名に設定します。のデフォルト値は AdminRole です。 
OneLogin

• 管理者ロールの値を、管理者ユーザーのロールに対応する値に設定します。
• (オプション) OneLogin アプリケーションのデフォルト属性を変更した場合は、[追加設定-オプショ

ン] を展開し、新しい属性名を設定します。

デフォルトでは、 OneLogin displayName 属性は name 属性に渡され、 OneLogin mail 属性は
email 属性とログイン属性の両方に渡されます。

8. [SAML 設定の保存] を選択します。

Ping Identity
Amazon Managed Grafana を ID プロバイダーとして使用するには、Amazon Managed Grafana を設定し
ます。これらの手順は、Amazon Managed Grafana ワークスペースを既に作成していて、ワークスペース
の ID、URL、およびリージョンを書き留めていることを前提としています。
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ステップ 1: Ping ID で完了する手順
[Ping] で次の手順を完了します。

Ping Identity を Amazon マネージド Grafana の ID プロバイダーとして設定するには

1. Ping Identity コンソールに管理者としてサインインします。
2. [Applications] (アプリケーション) を選択します。
3. [アプリケーションの追加]、[アプリケーションカタログの検索] を選択します。
4. SAML 用 Amazon マネージド Grafana アプリケーションを検索して選択し、[セットアップ] を選択し

ます。
5. Ping Identity アプリケーションで、[次へ] を選択して SAML 設定ページに移動します。次に、次の 

SAML 設定を行います。

• アサーションコンシューマーサービスの場合は、Amazon Managed Grafana ワークスペースから
サービスプロバイダーの返信 URL を貼り付けます。

• エンティティ ID には、Amazon マネージド Grafana ワークスペースのサービスプロバイダー ID を
貼り付けます。

• 「アサーションに署名」が選択され、「アサーションを暗号化」が選択されていないことを確認し
ます。

6. [Continue to Next Step] (次のステップに進む) を選択します。
7. SSO 属性マッピングで、Amazon Managed Grafana 属性がアプリケーション属性にあり、Ping ID 属

性がアイデンティティブリッジ属性にあることを確認します。次に、次の設定を行います。

• メールは電子メール (仕事) でなければなりません。
• 表示名はdisplayName でなければなりません。
• SAML_SUBJECT は電子メール (仕事用) でなければなりません。次に、この属性に対して [詳細設

定] を選択し、SP に送信する名前 ID 形式を URN: OASIS: Names: TC: SAML: 2.0: NameID-Format: 
Transient に設定して、[保存] を選択します。

• 渡したいその他の属性を追加します。
• 渡したいその他の属性を追加します。アサーションマッピングで、Amazon Managed Grafana に渡

すことができる属性の詳細については、を参照してくださいアサーションマッピング (p. 6)。
8. [Continue to Next Step] (次のステップに進む) を選択します。
9. 「グループアクセス」で、このアプリケーションを割り当てるグループを選択します。
10. [Continue to Next Step] (次のステップに進む) を選択します。
11. で始まる SAML メタデータ URL をコピーしますhttps://admin- api.pingone.com/latest/

metadata/。これは、構成で後で使用します。
12. [Finish] (終了) を選択します。

ステップ 2: Amazon マネージドGrafana で完了するためのス
テップ
Amazon Managed Grafana コンソールで次の手順を完了します。

Amazon マネージド Grafana の ID プロバイダーとしての Ping ID の設定を完了するには

1. https://console.aws.amazon.com/grafana/ で Amazon マネージド Grafana コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、メニューアイコンを選択します。
3. [すべてのワークスペース] を選択します。
4. ワークスペースの ID。
5. 「認証」タブで、「SAML 設定のセットアップ」を選択します。
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(successor to AWS Single Sign-On)

6. [メタデータのインポート] で、[アップロード] を選択するか、前の手順でコピーした Ping URL をコ
ピーして貼り付けます。

7. [アサーションマッピング] で、次の操作を行います。

• 「ワークスペースへの管理者の割り当てをオプトアウトしたい」が選択されていないことを確認し
てください。

Note

ワークスペースへの管理者の割り当てをオプトアウトしたい場合、Amazon Managed 
Grafana ワークスペースコンソールを使用して、データソース、ユーザー、ダッシュボー
ド権限の管理などのタスクを含むワークスペースを管理できなくなります。ワークスペー
スの管理上の変更は、Grafana API を使用してのみ行うことができます。

• アサーション属性ロールを、選択した属性名に設定します。
• 管理者ロールの値を、管理者ユーザーのロールに対応する値に設定します。
• (オプション) Ping Identity アプリケーションのデフォルト属性を変更した場合は、[追加設定-オプ

ション] を展開し、新しい属性名を設定します。

デフォルトでは、Ping Identity DisplayName 属性は名前属性に渡され、Ping Identity メール属性は
電子メール属性とログイン属性の両方に渡されます。

8. [SAML 設定の保存] を選択します。

Amazon マネージド Grafana ワークスペースでの
使用AWS IAM Identity Center (successor to AWS 
Single Sign-On)

Amazon マネージド GrafanaAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) はと統合して、
従業員にアイデンティティフェデレーションを提供します。Amazon Managed Grafana とを使用すると
AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)、ユーザーは既存の企業ディレクトリにリ
ダイレクトされ、既存の認証情報でサインインできます。その後、Amazon マネージド Grafana ワークス
ペースにシームレスにサインインします。これにより、パスワードポリシーや 2 段階認証などのセキュリ
ティ設定が確実に適用されます。IAM ID センターを使用しても、既存の IAM 設定には影響しません。

既存のユーザーディレクトリがない場合やフェデレーションしたくない場合、IAM Identity Center には 
Amazon Managed Grafana のユーザーとグループを作成するために使用できる統合ユーザーディレクトリ
が用意されています。Amazon マネージド Grafana は、IAM ユーザーとロールを使用して Amazon マネー
ジド Grafana ワークスペース内で権限を割り当てることをサポートしていません。

IAM アイデンティティセンターの詳細については、「とは」を参照してくださいAWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single Sign-On)。IAM Identity Center の開始の詳細については、「の使用開始」を参
照してください。

IAM Identity Center を使用するには、AWS Organizationsアカウントのアクティベーションも必要で
す。必要に応じて、IAM ID Center を使用するように設定されたワークスペースを初めて作成するとき
に、Amazon Managed Grafana がOrganizations をアクティベートしてくれます。

IAM アイデンティティセンターを使用するシナリオに
必要な権限
このセクションでは、Amazon マネージド Grafana を IAM ID センターで使用するためのいくつかのシナ
リオで必要なポリシーについて説明します。
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を使用するシナリオに必要な権限

IAM ID センターを使用する管理アカウントの Grafana 管理者
組織全体で Amazon Managed Grafana ワークスペースを作成および
管理する権限を付与し、IAM ID Center などの依存関係を許可するに
はAWSGrafanaAccountAdministrator、、AWSSSOMasterAccountAdministratorAWSSSODirectoryAdministratorと
ポリシーをユーザーに割り当てます。さらに、Amazon マネージド Grafana ワークスペースを Grafana エ
ンタープライズにアップグレードするには、ユーザーに AWSMarketplaceManageSubscriptionsIAM ポリ
シーまたは同等の権限が必要です。

Amazon Managed Grafana ワークスペースの作成時にサービス管理権限を使用する場合、ワークスペース
を作成するユーザーには、iam:CreateRoleiam:CreatePolicy、iam:AttachRolePolicyおよびの
権限も必要です。これらは、AWS CloudFormation StackSets 組織のアカウントのデータソースを読み取
ることを許可するポリシーを展開するために使用する必要があります。

Important

ユーザーに、iam:CreateRole、iam:CreatePolicy、および iam:AttachRolePolicy アク
セス許可を付与すると、そのユーザーには、AWS アカウントへの完全な管理アクセス許可が与え
られます。たとえば、これらのアクセス許可を持つユーザーは、すべてのリソースに対する完全
なアクセス許可を持つポリシーを作成し、そのポリシーを任意のロールにアタッチできます。こ
れらのアクセス許可を付与するユーザーには十分注意してください。

に付与されている権限を確認するにはAWSGrafanaAccountAdministrator、AWS管理ポリシー: 
AWSGrafanaAccountAdministrator (p. 711)

IAM アイデンティティセンターを使用するメンバーアカウントの 
Grafana 管理者
組織のメンバーアカウントで Amazon Managed Grafana ワークスペースを作成および管理する権限を付与
するに
は、AWSGrafanaAccountAdministrator、AWSSSOMemberAccountAdministratorAWSSSODirectoryAdministratorと
ポリシーをユーザーに割り当てます。さらに、Amazon マネージド Grafana ワークスペースを Grafana エ
ンタープライズにアップグレードするには、ユーザーに AWSMarketplaceManageSubscriptionsIAM ポリ
シーまたは同等の権限が必要です。

Amazon Managed Grafana ワークスペースの作成時にサービス管理権限を使用する場合、ワークスペース
を作成するユーザーには、iam:CreateRoleiam:CreatePolicy、iam:AttachRolePolicyおよびの
権限も必要です。これらは、ユーザーがアカウント内のデータソースを読み取れるようにするために必要
です。

Important

ユーザーに、iam:CreateRole、iam:CreatePolicy、および iam:AttachRolePolicy アク
セス許可を付与すると、そのユーザーには、AWS アカウントへの完全な管理アクセス許可が与え
られます。たとえば、これらのアクセス許可を持つユーザーは、すべてのリソースに対する完全
なアクセス許可を持つポリシーを作成し、そのポリシーを任意のロールにアタッチできます。こ
れらのアクセス許可を付与するユーザーには十分注意してください。

に付与されている権限を確認するにはAWSGrafanaAccountAdministrator、AWS管理ポリシー: 
AWSGrafanaAccountAdministrator (p. 711)
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を使用するシナリオに必要な権限

以下を使用して、Amazon マネージド Grafana ワークスペースと
ユーザーを 1 つのスタンドアロンアカウントで作成および管理し
ます。AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-
On)
AWSスタンドアロンアカウントは、まだ組織のメンバーになっていないアカウントです。組織の詳細につ
いては、「組織とはAWS Organizations?」を参照してください。

スタンドアロンアカウントで Amazon Managed Grafana ワー
クスペースとユーザーを作成および管理する権限を付与するに
は、AWSGrafanaAccountAdministrator、AWSSSOMasterAccountAdministrator、AWSOrganizationsFullAccessAWSSSODirectoryAdministratorお
よびポリシーをユーザーに割り当てます。さらに、Amazon マネージド Grafana ワー
クスペースを Grafana エンタープライズにアップグレードするには、ユーザーに
AWSMarketplaceManageSubscriptionsIAM ポリシーまたは同等の権限が必要です。

Important

ユーザーに、iam:CreateRole、iam:CreatePolicy、および iam:AttachRolePolicy アク
セス許可を付与すると、そのユーザーには、AWS アカウントへの完全な管理アクセス許可が与え
られます。たとえば、これらのアクセス許可を持つユーザーは、すべてのリソースに対する完全
なアクセス許可を持つポリシーを作成し、そのポリシーを任意のロールにアタッチできます。こ
れらのアクセス許可を付与するユーザーには十分注意してください。

に付与されている権限を確認するにはAWSGrafanaAccountAdministrator、AWS管理ポリシー: 
AWSGrafanaAccountAdministrator (p. 711)
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ユーザー認証

Amazon マネージドGrafana 開始方
法

このチュートリアルは、Amazon マネージド Grafana (Amazon マネージド Grafana) を使い始めるのに役
立ちます。最初のワークスペースを作成し、そのワークスペースの Grafana コンソールに接続します。

ワークスペースは論理的な Grafana サーバーです。アカウントの各リージョンに最大 5 つのワークスペー
スを持つことができます。

トピック
• ユーザー認証 (p. 17)
• 必要なアクセス許可 (p. 18)
• 最初のワークスペースを作成します (p. 18)

ユーザー認証
ユーザー認証について、Amazon Manguage Grafana では、次のオプションをサポートしています。

• ユーザー認証情報が ID プロバイダー (IdPs) に保存され、Security Assertion Markup Language 2.0 
(SAML 2.0) での認証方法

• AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)

SAML

SAML を使用する場合、ユーザーはすでに ID プロバイダーで作成されている必要があります。Amazon マ
ネージド Grafana は、SAML 2.0 をサポートする ID プロバイダーをサポートしています。詳細について
は、「Amazon マネージド Grafana ワークスペースで SAML を使用する (p. 5)」を参照してください。

AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)

AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)ワークスペースを作成して認証に使用する
ことを選択すると、Amazon Managed Grafana は、まだ使用していないアカウントの IAM ID センターを
アクティベートします。IAM Identity Center の詳細については、「とは」を参照してくださいAWS IAM 
Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)。

Amazon マネージド Grafana で IAM ID センターを使用するには、AWS Organizationsアカウントでもア
クティベーションを行う必要があります。まだアクティベートしていない場合は、Amazon マネージド 
Grafana が IAM アイデンティティセンターをアクティベートしたときにアクティベートします。Amazon 
マネージド Grafana がOrganizations を有効にすると、自動的に組織が作成されます。Organizations の詳
細については、「とは」を参照してくださいAWS Organizations。

Note

すでに組織のメンバーになっているアカウントでワークスペースを作成するには、AWS組織の管
理アカウントで IAM Identity Center を有効にする必要があります。2019 年 11 月 25 日以前に管
理アカウントで IAM Identity Center を有効にした場合、管理アカウントでも IAM Identity Center 
統合アプリケーションを有効にする必要があります。詳細については、「IAM Identity Center の
統合アプリケーション」を参照してください。

17

https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_introduction.html
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/awsapps.html
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/awsapps.html


Amazon Managed Grafana ユーザーガイド
必要なアクセス許可

必要なアクセス許可
承認に IdP と SAML を使用するワークスペースを作成するには、AWSGrafanaAccountAdministratorポリ
シーがアタッチされた IAM プリンシパルにサインオンする必要があります。

AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)承認を使用するワークスペースを初めて作成
するには、少なくとも以下のポリシーがアタッチされた IAM プリンシパルにサインオンする必要がありま
す。

• AWSGrafanaAccountAdministrator
• AWSSSOMemberAccountAdministrator
• AWSSSODirectoryAdministrator

詳細については、「IAM ID Center を使用して、Amazon マネージド Grafana ワークスペースとユーザー
を 1 つのスタンドアロンアカウントで作成および管理します。 (p. 710)」を参照してください。

最初のワークスペースを作成します
最初のワークスペースを作成するには、次の手順に従います。

Amazon マネージド Grafana でワークスペースを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/grafana/ で Amazon マネージド Grafana コンソールを開きます。
2. [ワークスペースを作成] を選択します。
3. [Work名] に、ワークスペースの名前を入力します。

必要に応じて、ワークスペースの説明を入力します。
4. [Next] (次へ) を選択します。
5. 認証アクセスにはAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)、セキュリティアサー

ションマークアップ言語 (SAML)、またはその両方を選択します。

• AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)— IAM ID Center を選択し、アカウン
トで IAM ID センターをまだ有効にしていない場合は、最初の IAM ID Center ユーザーを作成して
有効にするように求められます。IAM アイデンティティセンターは、Amazon マネージド Grafana 
ワークスペースへのアクセスに関するユーザー管理を行います。

IAM ID センターを有効にするには、以下の手順に従います。

a. [Create user] (ユーザーの作成) を選択します。
b. ユーザーのメールアドレス、苗字、名前を入力し、[ユーザーを作成] を選択します。このチュー

トリアルでは、Amazon Managed Grafana を試す際に使用したいアカウントの名前とメールアド
レスを使用してください。IAM Identity Center のこのアカウントのパスワードを作成するように
求める電子メールメッセージが届きます。

Important

作成したユーザーは、Amazon マネージド Grafana ワークスペースに自動的にアクセスする
ことはできません。後のステップで、ワークスペースの詳細ページでワークスペースへのア
クセス権をユーザーに提供します。

• SAML — SAML を選択した場合、ワークスペースが作成された後に SAML の設定を完了します。

18

https://console.aws.amazon.com/grafana/home/


Amazon Managed Grafana ユーザーガイド
最初のワークスペースを作成します

6. [Next] (次へ) を選択します。
7. この最初のワークスペースでは、[権限タイプ] に [サービスマネージド] が選択されていることを確認

します。この選択により、Amazon Managed Grafana は、AWSこのワークスペースで使用することを
選択したデータソースに必要な権限を自動的にプロビジョニングできます。

8. このチュートリアルでは、「現在のアカウント」を選択します。
9. (オプション) このワークスペースでクエリするデータソースを選択します。この入門チュートリアル

では、データソースを選択する必要はありません。ただし、このワークスペースをリストされている
データソースのいずれかで使用する場合は、ここでそれらを選択してください。

データソースを選択すると、Amazon マネージド Grafana が各データソースのAWS Identity and 
Access Management (IAM) ポリシーを作成し、Amazon マネージド Grafana がデータを読み取る権限
を持つようになります。これでは、これらのサービスが Grafana ワークスペースのデータソースとし
て完全には設定されません。これは Grafana ワークスペースコンソール内で行うことができます。

10. （オプション）このワークスペースからの Grafana アラートを Amazon Amazon SNS imple 通知
サービス (Amazon Simple Service) の通知チャネルに送信する場合は、[Amazon Select] を選択しま
す。これにより、Amazon Managed Grafana は IAM ポリシーを作成して、アカウントの Amazon 
SNSTopicName トピックに次の値で始まるものを公開できますgrafana。これでは、Amazon SNS 
がワークスペースの通知チャネルとして完全には設定されません。ワークスペースの Grafana コン
ソール内で実行できます。

11. [Next] (次へ) を選択します。
12. ワークスペースの詳細を確認し、[ワークスペースの作成] を選択します。

ワークスペースの詳細ページが表示されます。

最初、ステータスは「作成中」 です。

Important

ステータスが ACTIVE になるまで待ってから、次のいずれかを実行してください。

• SAML を使用している場合は、SAML セットアップを完了します。
• IAM Identity Center を使用している場合は、IAM Identity Center のユーザーにワークスペー

スへのアクセス権を割り当てます。

現在のステータスを見るには、ブラウザーの更新が必要になる場合があります。
13. IAM Identity Center を使用している場合は、次の手順に従います。

a. 「認証」タブで、「新しいユーザーまたはグループの割り当て」を選択します。
b. ワークスペースへのアクセスを許可するユーザーのチェックボックスをオンにして、[ユーザーを

割り当てる] を選択します。
c. ユーザーの横にあるチェックボックスをオンにして、[アクション] ドロップダウンリストから [管

理アクションを作成する] を選択します。

Important

Grafana ワークスペースコンソールにサインインしてワークスペースを管理するに
は、Adminワークスペースごとに少なくとも 1 人のユーザーを割り当てます。

14. SAML を使用している場合は、次の手順に従います。

a. 「認証」タブの「セキュリティアサーションマークアップ言語 (SAML)」で、「セットアップ完
了」を選択します。

b. インポート方法では、次のいずれかを実行します。
• [URL] を選択し、IdP メタデータの URL を入力します。
• [アップロード] または [コピー/ペースト] を選択します。メタデータをアップロードする場合

は、[ファイルを選択] を選択し、メタデータファイルを選択します。または、コピーアンド
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ペーストを使用している場合は、メタデータをコピーして [メタデータのインポート] に移動
します。

c. アサーション属性ロールには、ロール情報を抽出する SAML アサーション属性の名前を入力しま
す。

d. 管理者ロールの値には、Amazon Managed GrafanaAdmin ワークスペースでロールが付与されて
いるはずの IdP のユーザーロールを入力するか、「ワークスペースへの管理者の割り当てをオプ
トアウトしたい」を選択します。

Note

もしあなたが選んだなら、私のワークスペースへの管理者の割り当てをオプトアウト
したいです。 、Grafana ワークスペースコンソールを使用して、データソース、ユー
ザー、ダッシュボード権限の管理などのタスクを含むワークスペースを管理することは
できません。ワークスペースの管理上の変更は、Grafana API を使用してのみ行うこと
ができます。

e. (オプション) 追加の SAML 設定を入力するには、[その他の設定] を選択し、次の 1 つまたは複数
の操作を行います。このすべてのフィールドはオプションとなります。

• [アサーション内の属性の名前] ユーザーの完全な「わかりやすい」名前として使用する SAML 
アサーション内の属性の名前。

• SAML ユーザーのログイン名として使用する SAML アサーション内の属性の名前。
• SAML ユーザーの電子メール名として使用する SAML アサーション内の属性の名前。
• [ログイン有効期間 (分単位)] には、SAML ユーザーのサインインが有効で、その後ユーザーが

再度サインインしなければならない時間を指定します。
• アサーション内の属性の名前として使用する SAML アサーション内の属性の名前。
• アサーション内の属性の名前として使用する SAML アサーション内の属性の名前。
• 許可された組織では、ユーザーアクセスをIdPの特定の組織のメンバーであるユーザーのみに制

限できます。許可する組織を 1 つ以上入力し、カンマで区切ります。
• 編集者ロール値には、IdP のユーザーロールを入力します。IdP のユーザーロールにはすべて 

Amazon Managed GrafanaEditor ワークスペースでロールが付与されているはずです。1 つ
以上のロールを入力します。

Note

管理者または編集者の役割が特に割り当てられていないユーザーには、閲覧者として割
り当てられます。

f. [SAML 設定を保存] を選択します。
15. ワークスペースの詳細ページで、Grafana ワークスペース URL の下に表示される URL を選択しま

す。
16. ワークスペース URL を選択すると、Grafana ワークスペースコンソールのランディングページが表示

されます。以下のいずれかを実行します。

• [SAML でサインイン] を選択し、名前とパスワードを入力します。
• [Sign in with] を選択しAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)、この手

順で以前に作成したユーザーのメールアドレスとパスワードを入力します。これらの認証情報
は、Amazon Managed Grafana から IAM ID センターのパスワードを作成するように求められた E 
メールに返信した場合にのみ機能します。

これで、Grafana ワークスペース、つまりロジカル Grafana サーバーに移動しました。データソー
スを追加して、データのクエリ、視覚化、分析を開始できます。詳細については、「Grafana ワー
クスペースでの作業 (p. 43)」を参照してください。
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ワークスペース、ユーザー、ポリ
シーの管理

このセクションのトピックでは、Amazon Managed Grafana でワークスペース、ユーザー、およびポリ
シーを管理する方法について説明します。

トピック
• Grafana のバージョンについて (p. 21)
• ワークスペースの作成 (p. 22)
• Amazon マネージド Grafana へのユーザーおよびグループのアクセス権の管理 (p. 27)
• データソースと通知チャネルの権限の管理 (p. 30)
• による Amazon マネージド Grafana リソースの作成AWS CloudFormation (p. 31)
• WorkSpace へのネットワークアクセスの管理 (p. 31)
• Amazon マネージド Grafana から Amazon VPC のデータソースまたは通知チャネルに接続す

る (p. 34)
• ワークスペースを設定 (p. 40)
• WorkSpace の削除 (p. 42)

Grafana のバージョンについて
Grafana ワークスペースを作成する場合、作成する Grafana バージョンを選択する必要があります。バー
ジョン 8.4 とバージョン 9.4 のどちらかを選択できます。Grafana バージョン 8.4 と Grafana バージョン 
9.4 の間に追加された主な機能と変更点を以下に示します。

• アラート:Grafana が管理するアラートルールがグループ名をサポートするようになりました。
• エクスプローラ:Exploreビュー内からダッシュボードを作成します。
• Prometheus クエリ:Prometheus クエリ用の新しいクエリビルダー (PromQL を使用) により、クエリを

簡単に記述できます。
• Loki クエリ:Loki クエリ用の新しいクエリビルダー (LogQL を使用) により、クエリを簡単に記述できま

す。
• API トークン/サービスアカウント:サービスアカウントは Grafana のマシンアクセスを簡素化し、API 

トークンの管理に役立ちます。
• メトリクスへのトレース:クエリとタグを含むメトリクスへのリンクを追加するようにトレーシングデー

タソースを設定します。
• 公開ダッシュボード:誰でも閲覧できる読み取り専用のダッシュボードを作成します。
• キャンバスパネル:静的および動的要素を含む新しいパネルビジュアライゼーションにより、画像やオー

バーレイテキストを含むデータ駆動型のカスタムパネルを作成できます。
• インターフェースの再編成:Grafana コンソールのナビゲーションがより簡単になるように UI を更新し

ました。
• CloudWatch: Amazon CloudWatch データソースは、AWS アカウントさまざまなメトリクスを監視でき

るようになりましたAWS リージョン。
• ログ:ログ詳細のインターフェースが改善されました。
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• 一般:バグの修正と全体にわたる軽微な改善。

ワークスペースの作成
ワークスペースは論理的な Grafana サーバーです。アカウントの各リージョンに最大 5 つのワークスペー
スを持つことができます。

ワークスペースでのユーザー認証
ユーザー認証について、Amazon マネージド Grafana では次のオプションをサポートしています。

• ユーザー資格情報は ID プロバイダー (IdPs) に保存され、Security Assertion Markup Language 2.0 
(SAML 2.0) で認証されています。

• AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)

SAML

SAML を使用する場合、ユーザーはすでに ID プロバイダーで作成されている必要があります。Amazon 
Managed Grafana は、SAML 2.0 をサポートしているすべての ID プロバイダーをサポートします。詳細に
ついては、「Amazon マネージド Grafana ワークスペースで SAML を使用する (p. 5)」を参照してくださ
い。

AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)

AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)ワークスペースを作成して認証に使用する
ことを選択すると、Amazon Managed Grafana は、まだ使用していないアカウントの IAM ID センターを
アクティベートします。IAM Identity Center の詳細については、「とは」を参照してくださいAWS IAM 
Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)。

Amazon マネージド Grafana で IAM ID センターを使用するには、AWS Organizationsアカウントでもア
クティベーションを行う必要があります。まだアクティベートしていない場合は、Amazon マネージド 
Grafana が IAM アイデンティティセンターをアクティベートしたときにアクティベートします。Amazon 
マネージド Grafana がOrganizations を有効にすると、自動的に組織が作成されます。Organizations の詳
細については、「とは」を参照してくださいAWS Organizations。

Note

すでに組織のメンバーになっているアカウントでワークスペースを作成するには、AWS組織の
管理アカウントで IAM Identity Center を有効にする必要があります。2019 年 11 月 25 日以前に
管理アカウントで IAM ID Center を有効にした場合、管理アカウントで IAM ID Center 統合アプ
リケーションも有効にする必要があります。詳細については、「IAM Identity Center 統合アプリ
ケーション」を参照してください。

必要なアクセス許可
承認に IdP と SAML を使用するワークスペースを作成するには、AWSGrafanaAccountAdministratorポリ
シーがアタッチされているAWS Identity and Access Management (IAM) プリンシパルにサインオンする必
要があります。

承認に IAM Identity Center を使用するワークスペースを初めて作成するには、少なくとも以下のポリシー
がアタッチされた IAM プリンシパルにサインオンする必要があります。

• AWSGrafanaAccountAdministrator
• AWSSSOMemberAccountAdministrator
• AWSSSODirectoryAdministrator
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詳細については、「IAM ID Center を使用して、Amazon マネージド Grafana ワークスペースとユーザー
を 1 つのスタンドアロンアカウントで作成および管理します。 (p. 710)」を参照してください。

WorkSpace の作成
ワークスペースを作成するには、以下の手順に従います。

Amazon マネージド Grafana でワークスペースを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/grafana/ で Amazon マネージド Grafana コンソールを開きます。
2. [ワークスペースを作成] を選択します。
3. ワークスペースの詳細ウィンドウの [ワークスペース名] に、ワークスペースの名前を入力します。

必要に応じて、WorkSpace の説明を入力します。

必要に応じて、このワークスペースに関連付けるタグを追加します。タグはワークスペースの識別と
整理に役立ち、AWSリソースへのアクセスを制御するためにも使用できます。たとえば、ワークス
ペースにタグを割り当てると、そのタグを使用してワークスペースにアクセスする権限を持つことが
できるのは限られたグループまたはロールのみです。タグベースのアクセスコントロールの詳細につ
いては、IAM ユーザーガイドの「タグを使用したAWSリソースへのアクセスの制御」を参照してくだ
さい。

4. ワークスペース用の Grafana バージョンを選択してください。バージョン 8 またはバージョン 9 を
選択できます。これら 2 つのバージョンの違いを理解するには、「」を参照してくださいGrafana の
バージョンについて (p. 21)。

5. [Next] (次へ) を選択します。
6. 認証アクセスにはAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)、セキュリティアサー

ションマークアップ言語 (SAML)、またはその両方を選択します。

• IAM ID センター — IAM ID Center を選択し、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single 
Sign-On)アカウントでまだ有効にしていない場合は、最初の IAM ID Center ユーザーを作成して有
効にするように求められます。IAM アイデンティティセンターは、Amazon マネージド Grafana 
ワークスペースへのアクセスに関するユーザー管理を行います。

IAM ID センターを有効にするには、以下の手順に従います。

a. [Create user] (ユーザーの作成) を選択します。
b. ユーザーのメールアドレス、苗字、名前を入力し、[ユーザーを作成] を選択します。このチュー

トリアルでは、Amazon Managed Grafana を試す際に使用したいアカウントの名前とメールアド
レスを使用してください。IAM Identity Center のこのアカウントのパスワードを作成するように
求める電子メールメッセージが届きます。
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Important

作成したユーザーは、Amazon マネージド Grafana ワークスペースに自動的にアクセスする
ことはできません。後のステップで、ワークスペースの詳細ページでワークスペースへのア
クセス権をユーザーに提供します。

• SAML — SAML を選択した場合、ワークスペースが作成された後に SAML セットアップを完了しま
す。

7. [サービス管理] または [顧客管理] を選択します。

サービスマネージドを選択すると、Amazon Managed Grafana は IAM ロールを自動的に作成
し、AWSこのワークスペースで使用することを選択したこのアカウントのデータソースに必要な権限
をプロビジョニングします。

これらの役割と権限を自分で管理したい場合は、「顧客管理」を選択してください。

組織のメンバーアカウントでワークスペースを作成する場合、「サービス管理」を選択するには、メ
ンバーアカウントが組織の委任管理者アカウントである必要があります。委任管理者アカウントの詳
細については、「委任管理者を登録する」を参照してください。

8. (オプション) このページで Amazon VPC に接続することも、後で Amazon VPC に接続することも
できます。Amazon VPC への接続の詳細については、「」を参照してくださいAmazon マネージド 
Grafana から Amazon VPC のデータソースまたは通知チャネルに接続する (p. 34)。

9. (オプション) このページでは、Grafana アラートを有効にするかどうかなど (p. 566)、他のワーク
スペース設定オプションを選択できます。また、ワークスペースを作成した後に設定を変更するこ
ともできます。WorkSpace の設定の詳細については、「」を参照してくださいワークスペースを設
定 (p. 40)。

Note

Grafana アラートを有効にすると、Prometheus ではなく Grafana で定義されたアラート
ルールが、連絡先に複数の通知を送信します。ネイティブの Grafana アラートを使用して
いる場合は、従来のダッシュボードアラートをそのまま使用し、新しい Grafana アラート機
能を有効にしないことをお勧めします。Prometheus データソースで定義されているアラー
トを表示したい場合は、Grafana アラートを有効にすることをおすすめします。これによ
り、Prometheus Alertmanager で作成されたアラートに対して通知が 1 回のみ送信されま
す。

10. (オプション) ワークスペースにネットワークアクセス制御を追加することもできます。ネットワーク
アクセス制御を追加するには、[制限付きアクセス] を選択します。ワークスペースを作成した後に、
ネットワークアクセス制御を有効にすることもできます。

ネットワークアクセスコントロールの詳細については、「」を参照してくださいWorkSpace へのネッ
トワークアクセスの管理 (p. 31)。

11. [Next] (次へ) を選択します。
12. [サービス管理] を選択した場合は、[現在のアカウント] を選択すると、Amazon Managed 

GrafanaAWS が現在のアカウントのデータのみを読み取ることを許可するポリシーと権限を自動的に
作成します。

管理アカウントまたは組織の委任管理者アカウントでワークスペースを作成する場合、「組織」を選
択すると、Amazon Managed Grafana にポリシーとアクセス許可を自動的に作成させ、AWS指定した
組織単位内の他のアカウントのデータを読み取ることができます。委任管理者アカウントの詳細につ
いては、「委任管理者を登録する」を参照してください。

Note

組織の管理アカウントに Amazon Managed Grafana ワークスペースなどのリソースを作成す
ることは、AWSセキュリティのベストプラクティスに反します。
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a. [組織] を選択し、有効化するように求めるメッセージが表示されたらAWS CloudFormation 
StackSets、[信頼できるアクセスを有効にする] を選択します。次に、Amazon マネージド 
GrafanaAWS Organizations にデータを読み込ませたい組織単位 (OU) を追加します。これ
で、Amazon マネージド Grafana は、選択した各 OU のすべてのアカウントからデータを読み取
ることができます。

b. 「組織」を選択した場合は、「データソースと通知チャネル-オプション」を選択します。
13. AWSこのワークスペースでクエリするデータソースを選択します。データソースを選択する

と、Amazon マネージド Grafana は IAM ロールとアクセス許可を作成し、Amazon マネージド 
Grafana がこれらのソースからデータを読み取れるようにします。それでも、Grafana ワークスペー
スコンソールにデータソースを追加する必要があります。

14. (オプション) このワークスペースの Grafana アラートを Amazon Simple Notification Service (Amazon 
SNS) の通知チャネルに送信する場合は、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) の通知
チャネルに送信します。これにより、Amazon Managed Grafana は IAM ポリシーを作成して、アカ
ウントの Amazon SNSTopicName トピックに次の値で始まるものを公開できますgrafana。これで
は、Amazon SNS がワークスペースの通知チャネルとして完全には設定されません。ワークスペース
の Grafana コンソールで実行できます。

15. [Next] (次へ) を選択します。
16. ワークスペースの詳細を確認し、[ワークスペースの作成] を選択します。

WorkSpace の詳細ページが表示されます。

最初、ステータスは「作成中」 です。

Important

ステータスが ACTIVE になるまで待ってから、次のいずれかを実行してください。

• SAML を使用している場合は、SAML セットアップを完了します。
• IAM Identity Center を使用している場合は、IAM Identity Center ユーザーにワークスペース

へのアクセスを割り当てます。

現在のステータスを見るには、ブラウザを更新する必要がある場合があります。
17. IAM Identity Center を使用している場合は、次の操作を行います。

a. 「認証」タブで、「新しいユーザーまたはグループの割り当て」を選択します。
b. ワークスペースへのアクセスを許可するユーザーの横にあるチェックボックスをオンにし、[ユー

ザーの割り当て] を選択します。
c. ユーザーの横にあるチェックボックスをオンにして、[管理者になる] を選択します。

Important

Grafana ワークスペースコンソールにサインインしてワークスペースを管理するに
は、Adminワークスペースごとに少なくとも 1 人のユーザーを割り当てます。

18. SAML を使用している場合は、次の操作を行います。

a. 「認証」タブの「セキュリティアサーションマークアップ言語 (SAML)」で、「セットアップ完
了」を選択します。

b. [Identity] で、次のいずれかを実行します。
• [URL] を選択し、IdP メタデータの URL を入力します。
• [アップロード] または [コピー/ペースト] を選択します。メタデータをアップロードする場合

は、[ファイルを選択] を選択し、メタデータファイルを選択します。または、コピーアンド
ペーストを使用している場合は、メタデータをコピーして [メタデータのインポート] に移動
します。
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c. アサーション属性ロールには、ロール情報を抽出する SAML アサーション属性の名前を入力しま
す。

d. 管理者ロールの値には、Amazon Managed GrafanaAdmin ワークスペースでロールが付与されて
いるはずの IdP のユーザーロールを入力するか、「ワークスペースへの管理者の割り当てをオプ
トアウトしたい」を選択します。

Note

もしあなたが選んだなら、私のワークスペースへの管理者の割り当てをオプトアウトし
たいです。 、コンソールを使用して、データソース、ユーザー、ダッシュボード権限の
管理などのタスクを含むワークスペースを管理することはできません。ワークスペース
の管理上の変更は、Amazon マネージド Grafana API を使用してのみ行うことができま
す。

e. (オプション) 追加の SAML 設定を入力するには、[その他の設定] を選択し、次の 1 つまたは複数
の操作を行います。このすべてのフィールドはオプションとなります。

• [アサーション属性名] には、SAML ユーザーの完全な「わかりやすい」名前として使用する 
SAML アサーション内の属性の名前として使用する SAML アサーション内の属性の名前として
使用する SAML アサーション内の属性の名前として使用する SAML アサーション内の属性の名
前を指定します。

• アサーション属性のログイン名として使用する SAML アサーション内の属性の名前を指定しま
す。

• アサーション属性の電子メール名として使用する SAML アサーション内の属性の名前を指定し
ます。

• [ログイン有効期間 (分単位)] には、SAML ユーザーのサインインが有効で、その後ユーザーが
再度サインインしなければならない時間を指定します。デフォルトは 1 日、最大は 30 日で
す。

• アサーション属性の組織の完全な「わかりやすい」名前として使用する SAML アサーション内
の属性の名前として使用する SAML アサーション内の属性の名前として使用する SAML アサー
ション内の属性の名前として使用する。

• アサーション属性グループのユーザーの完全な「わかりやすい」名前として使用する SAML ア
サーション内の属性の名前として使用する SAML アサーション内の属性の名前として使用す
る。

• 許可された組織では、ユーザーアクセスをIdPの特定の組織のメンバーであるユーザーのみに制
限できます。許可する組織を 1 つ以上入力し、カンマで区切ります。

• 編集者ロール値には、IdP のユーザーロールを入力します。IdP のユーザーロールにはすべて 
Amazon Managed GrafanaEditor ワークスペースでロールが付与されているはずです。1 つ
以上の、ロールをカンマで区切って入力します。

f. [SAML 設定を保存] を選択します。
19. ワークスペースの詳細ページで、Grafana ワークスペース URL の下に表示される URL を選択しま

す。
20. ワークスペース URL を選択すると、Grafana ワークスペースコンソールのランディングページが表示

されます。以下のいずれかを実行します。

• [SAML でサインイン] を選択し、名前とパスワードを入力します。
• [Sign in with] を選択しAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)、この手

順で以前に作成したユーザーのメールアドレスとパスワードを入力します。これらの認証情報
は、Amazon Managed Grafana から IAM ID センターのパスワードを作成するように求められた E 
メールに返信した場合にのみ機能します。

これで、Grafana ワークスペース、つまりロジカル Grafana サーバーに移動しました。データソー
スを追加して、データのクエリ、視覚化、分析を開始できます。詳細については、「Grafana ワー
クスペースでの作業 (p. 43)」を参照してください。
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Tip

を使用して、Amazon マネージド Grafana ワークスペースの作成を自動化できますAWS 
CloudFormation。詳細については、を参照してくださいによる Amazon マネージド Grafana リ
ソースの作成AWS CloudFormation (p. 31)。

Amazon マネージド Grafana へのユーザーおよびグ
ループのアクセス権の管理

Amazon マネージド Grafana にアクセスするには、ID プロバイダー (IdP) またはで設定されているユー
ザーを使用しますAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)。これらのユーザー (ま
たはユーザーが所属するグループ) にワークスペースへのアクセス権を与える必要があります。ユーザー
にUser、Editor、Adminまたは権限を与えることができます。

ユーザーまたはグループへの権限の付与
前提条件

• ユーザーまたはユーザーグループに Amazon Managed Grafana ワークスペースへのアクセスを許可す
るには、まずユーザーまたはグループを ID プロバイダー (IdP) またはでプロビジョニングする必要が
ありますAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)。詳細については、「Amazon 
Managed Grafana でのユーザー認証 (p. 5)」を参照してください。

• ユーザーとグループのアクセスを管理するには、AWS Identity and Access Management (IAM)
AWSGrafanaWorkspacePermissionManagementポリシーまたは同等の権限を持つユーザー
としてサインインする必要があります。IAM Identity Center でユーザーを管理している場合
は、AWSSSOMemberAccountAdministratorと AWSSSODirectoryReadOnlyIAM ポリシー、または同等
の権限も必要です。詳細については、「Amazon マネージド Grafana へのユーザーアクセスの割り当て
と割り当て解除 (p. 710)」を参照してください。

Amazon マネージド Grafana コンソールを使用して Grafana ワークスペースへのユーザーアクセ
スを管理するには

1. https://console.aws.amazon.com/grafana/ で Amazon マネージド Grafana コンソールを開きます。
2. 左のナビゲーションペインの [メニュー] アイコンを選択します。
3. [すべてのワークスペース] を選択します。
4. 管理するワークスペースの名前を選択します。
5. 「認証」タブを選択します。
6. このワークスペースで IAM Identity Center を使用している場合は、[ユーザーとユーザーグループの設

定] を選択し、次の 1 つまたは複数の操作を行います。

• Amazon Managed Grafana ワークスペースへのアクセスをユーザーに許可するには、ユーザーの横
にあるチェックボックスをオンにし、[ユーザーの横にあるチェックボックスをオンにします。

• Adminユーザーをワークスペースのオーナーにするには、「管理者にする」を選択します。
• ユーザーのワークスペースアクセスを削除するには、「ユーザーの割り当て解除」を選択します。
• LDAP グループなどのユーザーグループを追加するには、「割り当てられたユーザーグループ」タ

ブを選択します。次に、以下のいずれかを行います。
• グループのすべてのメンバーに Amazon Managed Grafana ワークスペースへのアクセスを許可す

るには、グループの横にあるチェックボックスを選択し、[グループを割り当て] を選択します。
• Adminグループのすべてのメンバーにワークスペースでの役割を与えるには、「管理者にする」

を選択します。
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• グループのすべてのメンバーのワークスペースアクセスを削除するには、[グループの割り当て解
除] を選択します。

Note

IAM Identity Center を使用してユーザーを管理している場合は、IAM Identity Center コンソー
ルを使用して新しいユーザーとグループのプロビジョニングを行います。Amazon マネージ
ド Grafana コンソールまたは API を使用して、Grafana ワークスペースへのアクセス権を付
与または削除します。
IAM アイデンティティセンターと Amazon マネージド Grafana が同期しなくなった場合、競
合を解決するオプションが表示されます。詳細についてはユーザーとグループの設定時の権
限の不一致エラー (p. 29)、以下のを参照してください。

7. このワークスペースで SAML を使用している場合は、SAML 設定を選択し、次の 1 つまたは複数の操
作を行います。

• [Identity] で、次のいずれかを実行します。
• [URL] を選択し、IdP メタデータの URL を入力します。
• [アップロード] または [コピー/ペースト] を選択します。メタデータをアップロードする場合は、

[ファイルを選択] を選択し、メタデータファイルを選択します。または、コピーアンドペースト
を使用している場合は、メタデータをコピーして [メタデータのインポート] に移動します。

• アサーション属性ロールには、ロール情報を抽出する SAML アサーション属性の名前を入力しま
す。

• 管理者ロールの値には、Amazon Managed GrafanaAdmin ワークスペースでロールが付与されてい
るはずの IdP のユーザーロールを入力するか、「ワークスペースへの管理者の割り当てをオプトア
ウトしたい」を選択します。

Note

もしあなたが選んだなら、私のワークスペースへの管理者の割り当てをオプトアウトした
いです。 、Amazon Managed Grafana コンソールを使用して、データソース、ユーザー、
ダッシュボード権限の管理などのタスクを含むワークスペースを管理することはできませ
ん。ワークスペースの管理上の変更は、Amazon マネージド Grafana API を使用してのみ
行うことができます。

• (オプション) 追加の SAML 設定を入力するには、[その他の設定] を選択し、次の 1 つまたは複数の
操作を行ってから、[SAML 設定の保存] を選択します。このすべてのフィールドはオプションとな
ります。
• [アサーション属性名] には、SAML ユーザーの完全な「わかりやすい」名前として使用する 

SAML アサーション内の属性の名前として使用する SAML アサーション内の属性の名前として使
用する SAML アサーション内の属性の名前として使用する SAML アサーション内の属性の名前を
指定します。

• アサーション属性のログイン名として使用する SAML アサーション内の属性の名前を指定しま
す。

• アサーション属性の電子メール名として使用する SAML アサーション内の属性の名前を指定しま
す。

• [ログイン有効期間 (分単位)] には、SAML ユーザーのサインインが有効で、その後ユーザーが再
度サインインしなければならない時間を指定します。

• アサーション属性の組織の完全な「わかりやすい」名前として使用する SAML アサーション内の
属性の名前として使用する SAML アサーション内の属性の名前として使用する SAML アサーショ
ン内の属性の名前として使用する。

• アサーション属性グループのユーザーの完全な「わかりやすい」名前として使用する SAML ア
サーション内の属性の名前として使用する SAML アサーション内の属性の名前として使用する。

• 許可された組織では、ユーザーアクセスをIdPの特定の組織のメンバーであるユーザーのみに制限
できます。許可する組織を 1 つ以上入力し、カンマで区切ります。
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• 編集者ロール値には、IdP のユーザーロールを入力します。IdP のユーザーロールにはすべて 
Amazon Managed GrafanaEditor ワークスペースでロールが付与されているはずです。1 つ以
上の、ロールをカンマで区切って入力します。

8. または、LDAP グループなどのユーザーグループを追加するには、「ユーザーグループ」タブを選択
します。次に、以下のいずれかを行います。

• グループのすべてのメンバーに Amazon Managed Grafana ワークスペースへのアクセスを許可する
には、グループの横にあるチェックボックスを選択し、[グループを割り当て] を選択します。

• Adminグループのすべてのメンバーにワークスペースでの役割を与えるには、「管理者にする」を
選択します。

• グループのすべてのメンバーのワークスペースアクセスを削除するには、[グループの割り当て解除] 
を選択します。

ユーザーとグループの設定時の権限の不一致エラー
Amazon Managed Grafana コンソールでユーザーとグループを設定するときに、不一致エラーが発生す
ることがあります。これは、Amazon マネージド Grafana と IAM ID センターが同期していないことを示
しています。この場合、Amazon マネージド Grafana は警告と不一致を解決するための選択肢を表示しま
す。「解決」を選択すると、Amazon Managed Grafana は、同期されていない権限を持つユーザーのリス
トを含むダイアログを表示します。

IAM Identity Center から削除されたユーザーはUnknown user、ダイアログに数値の ID とともにとして表
示されます。このようなユーザーの場合、不一致を修正する唯一の方法は、「解決」を選択して権限を削
除することです。

IAM Identity Center にはまだいるが、以前に持っていたアクセス権を持つグループにはもう所属していな
いユーザーは、ユーザー名とともに Resolve リストに表示されます。この問題を解決するには 2 通りの方
法があります。解決ダイアログを使用してアクセス権を削除または削減することも、前のセクションの指
示に従ってアクセス権を付与することもできます。

許可の不一致に関するよくある質問
Amazon Managed Grafana コンソールの [ユーザーとグループの設定] セクションで、権限の不一致を示す
エラーが表示されるのはなぜですか?

このメッセージが表示されているのは、IAM ID Center のユーザーとグループの関連付け、および Amazon 
Managed Grafana のワークスペースの権限に不一致があることが確認されたためです。Amazon Managed 
Grafana コンソール ([ユーザーとグループの設定] タブ) または IAM ID Center コンソール (アプリケーショ
ン割り当てページ) から Grafana ワークスペースにユーザーを追加または削除できます。ただし、Grafana 
のユーザー権限は Amazon マネージド Grafana から (Amazon マネージド Grafana コンソールまたは API 
を使用して) ユーザーまたはグループに閲覧者、編集者、または管理者権限を割り当てることによっての
み定義できます。ユーザーは、さまざまな権限を持つ複数のグループに属することができます。その場
合、そのユーザーの権限は、そのユーザーが属するすべてのグループと権限の中で最も高いアクセスレベ
ルに基づいて決定されます。

レコードの不一致は、次の原因で発生する可能性があります。

• ユーザーまたはグループは IAM ID センターからは削除されますが、Amazon マネージド Grafana では
削除されません。これらのレコードは、Amazon マネージド Grafana コンソールでは不明ユーザーとし
て表示されます。

• ユーザーまたはグループの Grafana との関連付けは IAM ID センター ([アプリケーションの割り当て]) で
は削除されますが、Amazon マネージド Grafana では削除されません。

• ユーザー権限は以前 Grafana ワークスペースから直接更新されていました。Grafana ワークスペースか
らの更新は Amazon マネージド Grafana ではサポートされていません。
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このような不一致を避けるには、Amazon マネージド Grafana コンソールまたは Amazon マネージド 
Grafana API を使用して、ワークスペースのユーザー権限とグループ権限を管理してください。

以前、Grafana ワークスペースから一部のチームメンバーのアクセスレベルを更新しました。これで、ア
クセスレベルが以前のアクセスレベルに戻っていることがわかります。なぜこれが表示されるのですか？
また、これを解決するにはどうすればいいですか？

これは、IAM Identity Center のユーザーとグループの関連付けと、ワークスペースの Amazon Managed 
Grafana の権限レコードとの不一致が確認されたことが原因と考えられます。チームメンバーのアクセ
スレベルが異なる場合は、あなたまたは Amazon マネージド Grafana の管理者が Amazon マネージド 
Grafana コンソールからミスマッチを解決し、不一致のレコードを削除した可能性があります。Amazon 
Managed Grafana コンソールまたは API から必要なアクセスレベルを再割り当てして、必要な権限を復元
できます。

Note

Grafana ワークスペースからのユーザーアクセス管理はサポートされていません。Amazon マ
ネージド Grafana コンソールまたは API を使用して、ユーザーまたはグループの権限を割り当て
ます。

アクセスレベルの変更に気付くのはなぜですか? たとえば、以前は管理者権限を持っていましたが、現在
は編集権限しかありません。

ワークスペースの管理者が権限を変更した可能性があります。これは、IAM Identity Center のユーザーと
グループの関連付けと Amazon Managed Grafana の権限が一致しない場合にうっかりして発生する可能
性があります。この場合、不一致を解決することで、上位のアクセス権限が削除された可能性がありま
す。Amazon Managed Grafana コンソールから必要なアクセスレベルの再割り当てを管理者にリクエスト
できます。

データソースと通知チャネルの権限の管理
Amazon マネージド Grafana コンソールを使用して、Amazon マネージド GrafanaAWS ワークスペースで
使用したいデータソースと通知チャネル用のポリシーとアクセス権限を Amazon マネージド Grafana に作
成AWS Identity and Access Management (IAM) させることができます。

データソースと通知チャネルの権限とポリシーを管理するため

1. https://console.aws.amazon.com/grafana/ で Amazon マネージド Grafana コンソールを開きます。
2. 左のナビゲーションペインの [メニュー] アイコンを選択します。
3. [すべてのワークスペース] を選択します。
4. 管理するワークスペースの名前を選択します。
5. サービス管理権限と顧客管理権限を切り替えるには、IAM ロールの編集アイコンを選択し、選

択します。詳細については、「AWSデータソースの Amazon マネージド Grafana の権限とポリ
シー (p. 725)」を参照してください。

サービス管理権限から顧客管理権限に変更しても、Amazon Managed Grafana が作成したロールとポ
リシーは、現在のアカウントから削除されません。組織でサービス管理権限を使用していた場合、組
織内の他のアカウントのロールとポリシーが削除されます。

6. [データソース] タブを選択します。
7. サービス管理権限を使用している場合は、IAM 権限アクセス設定の横にある [編集] を選択して、サー

ビス管理権限を現在のアカウントのみに適用するか、組織全体に適用するかを変更できます。詳細に
ついては、「AWSデータソースの Amazon マネージド Grafana の権限とポリシー (p. 725)」を参照
してください。

[データソース] でAWS、このワークスペースでクエリするデータソースを選択します。データソース
を選択すると、Amazon マネージド Grafana は IAM ロールとアクセス許可を作成し、Amazon マネー
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ジド Grafana がこれらのソースからデータを読み取れるようにします。それでも、Grafana ワークス
ペースコンソールにデータソースを追加する必要があります。

AWS通知チャネルとして使用できるサービスを管理するには、通知チャネルを選択します。

AWSこのワークスペースで使用する通知チャネルを選択します。通知チャネルを選択する
と、Amazon マネージド Grafana は IAM ロールと権限を作成して Amazon マネージド Grafana がこ
れらのサービスを使用できるようにします。それでも、Grafana ワークスペースコンソールに通知
チャンネルを追加する必要があります。

による Amazon マネージド Grafana リソースの作
成AWS CloudFormation

Amazon Managed GrafanaAWS CloudFormationAWS 必要なすべてのAWSリソース (ワークスペースなど) 
を説明するテンプレートを作成すれば、AWS CloudFormationがお客様に代わってこれらのリソースのプ
ロビジョニングや設定を処理します。

を使用するとAWS CloudFormation、Amazon Managed Grafana リソースを一度記述するだけで、同じリ
ソースを複数の AWS アカウント とリージョンで何度でもプロビジョニングできます。

Amazon Managed GrafanaAWS CloudFormation
Amazon Managed GrafanaAWS CloudFormation テンプレートは、JSONまたはYAMLでフォーマットさ
れたテキストファイルです。これらのテンプレートには、AWS CloudFormation スタックにプロビジョ
ニングしたいリソースを記述します。JSONやYAMLに不慣れな方は、AWS CloudFormation Designerを
使えば、 AWS CloudFormation テンプレートを使いこなすことができます。詳細については、「AWS 
CloudFormation ユーザーガイド」の「AWS CloudFormation Designer とは」を参照してください。

Amazon マネージド Grafana は、でのワークスペースの作成をサポートしていますAWS 
CloudFormation。ワークスペースの Amazon Managed GrafanaAWS CloudFormation

AWS CloudFormation の詳細はこちら
AWS CloudFormation の詳細については、以下のリソースを参照してください。

• AWS CloudFormation
• AWS CloudFormation ユーザーガイド
• AWS CloudFormation API リファレンス
• AWS CloudFormation コマンドラインインターフェイスユーザーガイド

WorkSpace へのネットワークアクセスの管理
ユーザーとホストが Grafana ワークスペースにアクセスする方法を制御できます。

Grafana では、すべてのユーザーの認証と承認が必要です。ただし、デフォルトでは、Amazon Managed 
Grafana ワークスペースはすべてのネットワークトラフィックに開放されています。ワークスペースの
ネットワークアクセス制御を設定して、そのワークスペースに到達できるネットワークトラフィックを制
御できます。

ワークスペースへのトラフィックを制御するには 2 つの方法があります。
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• IP アドレス (プレフィックスリスト) — ワークスペースへのアクセスを許可する IP アドレス範囲を含む
管理対象プレフィックスリストを作成できます。Amazon Managed Grafana は、ネットワークアクセス
コントロール用にパブリック IPv4 アドレスのみをサポートします。

• VPC エンドポイント — 特定のワークスペースへのアクセスを許可する VPC エンドポイントのリストを
ワークスペースに作成できます。

ネットワークアクセスコントロールを設定するときは、少なくとも 1 つのプレフィクスリストまたは VPC 
エンドポイントを含める必要があります。

Amazon マネージド Grafana は、プレフィックスリストと VPC エンドポイントを使用して、Grafana ワー
クスペースへのどのリクエストが接続を許可されるかを決定します。以下の図に、このフィルタリングを
示しています。

Amazon Managed Grafana ワークスペースのネットワークアクセス制御 (1) を設定すると、ワークスペー
スへのアクセスを許可するリクエストが指定されます。ネットワークアクセス制御では、IP アドレス (2) 
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または使用されているインターフェイスエンドポイント (3) によってトラフィックを許可またはブロック
できます。

次のセクションでは、ネットワークアクセスコントロールのセットアップ方法について説明します。

ネットワークアクセスコントロールの設定
ネットワークアクセス制御を既存のワークスペースに追加することも、ワークスペースの初期作成の一部
として設定することもできます。

前提条件

ネットワークアクセスコントロールを設定するには、まずワークスペース用のインターフェイス VPC エン
ドポイントを作成するか、許可する IP アドレス用の IP プレフィックスリストを少なくとも 1 つ作成する
必要があります。両方を作成することも、両方を複数作成することもできます。

• VPC エンドポイント — すべてのワークスペースへのアクセスを許可するインターフェイス VPC エンド
ポイントを作成できます。エンドポイントを作成したら、許可する各エンドポイントの VPC エンドポイ
ント ID が必要です。VPC エンドポイント ID の形式は次のとおりですvpce-1a2b3c4d。

Grafana ワークスペースの VPC エンドポイントの作成方法の詳細については、「」を参照してくださ
いインターフェイス VPC エンドポイント (p. 751)。ワークスペース専用の VPC エンドポイントを作
成するには、com.amazonaws.region.grafana-workspaceエンドポイント名を使用します。

ワークスペースへのアクセスを許可する VPC エンドポイントについては、エンドポイントのセキュリ
ティグループを設定することでアクセスをさらに制限できます。詳細については、Amazon VPC ドキュ
メントの「セキュリティグループの関連付け」と「セキュリティグループルール」を参照してくださ
い。

• マネージドプレフィックスリスト (IP アドレス範囲用) — IP アドレスを許可するには、許可する IP 範囲
のリストを含む Amazon VPC に 1 つ以上のプレフィックスリストを作成する必要があります。Amazon 
マネージド Grafana で使用する場合、プレフィックスリストにはいくつかの制限があります。
• 各プレフィックスリストには、最大 100 の IP アドレス範囲を含めることができます。
• プライベート IP アドレスの範囲 (たとえば、)10.0.0.0/16 は無視されます。プレフィックスリスト

にはプライベート IP アドレス範囲を含めることができますが、Amazon Managed Grafana はワーク
スペースへのトラフィックをフィルタリングするときにそれらを無視します。これらのホストがワー
クスペースにアクセスできるようにするには、ワークスペース用の VPC エンドポイントを作成し、ア
クセス権を付与します。

• Amazon マネージド Grafana はプレフィックスリストの IPv4 アドレスのみをサポートし、IPv6 はサ
ポートしません。IPv6 アドレスは無視されます。

マネージドプレフィックスリストは Amazon VPC コンソールで作成します。プレフィックスリストを作
成したら、Amazon Managed Grafana で許可する各リストのプレフィックスリスト ID が必要です。プ
レフィックスリスト ID の形式は次のとおりですpl-1a2b3c4d。

プレフィックスリストの作成の詳細については、Amazon Virtual Private Cloud ユーザーガイドの「マ
ネージドプレフィックスリストを使用して CIDR ブロックをグループ化する」を参照してください。

• Amazon マネージド Grafana ワークスペースを設定または作成するには、必要なアク
セス権限を有している必要があります。たとえば、AWS管理ポリシーを使用できま
すAWSGrafanaAccountAdministrator。

ワークスペースへのアクセスを許可するプレフィックスリストまたは VPC エンドポイントの ID のリスト
を作成したら、ネットワークアクセスコントロール設定を作成する準備が整います。
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Note

ネットワークアクセスコントロールを有効にしても、設定にプレフィックスリストを追加しない
場合、許可された VPC エンドポイント経由を除いて、ワークスペースへのアクセスは許可されま
せん。
同様に、ネットワークアクセスコントロールを有効にしても、設定に VPC エンドポイントを追加
しない場合、許可された IP アドレスを介さない限り、ワークスペースへのアクセスは許可されま
せん。
ネットワークアクセスコントロール設定には、少なくとも 1 つのプレフィックスリストまたは 
VPC エンドポイントを含める必要があります。そうしないと、どこからでもワークスペースにア
クセスできなくなります。

ワークスペースのネットワークアクセス制御を設定するには

1. Amazon マネージド Grafana コンソールを開きます。
2. 左のナビゲーションペインの [すべてのワークスペース] を選択します。
3. ネットワークアクセス制御を設定するワークスペースの名前を選択します。
4. [ネットワークアクセス制御] タブの [ネットワークアクセス制御] で、[制限付きアクセス] を選択して

ネットワークアクセス制御を設定します。

Note

ワークスペースを作成するときも、これらの同じオプションにアクセスできます。
5. ドロップダウンから、プレフィックスリストを追加するのか、VPC エンドポイントを追加するのかを

選択します。
6. 追加する VPC エンドポイントまたはプレフィックスリスト ID を選択します (または、使用する ID を

入力することもできます)。少なくとも 1 つ選択する必要があります。
7. エンドポイントまたはリストをさらに追加するには、追加するエンドポイントまたはリストごとに [新

しいリソースを追加] を選択します。

Note

最大 5 つのプレフィックスリストと 5 つの VPC エンドポイントを追加できます。
8. [変更を保存] を選択して設定を完了します。

Warning

ワークスペースに既存のユーザーがいる場合は、そのユーザーの IP アドレス範囲または VPC エ
ンドポイントを設定に含めてください。そうしないと、403 Forbiddenエラーでアクセスでき
なくなります。ネットワークアクセス制御の設定をセットアップまたは変更した後に、既存のア
クセスポイントをテストすることをお勧めします。

Amazon マネージド Grafana から Amazon VPC の
データソースまたは通知チャネルに接続する

デフォルトでは、Amazon Managed Grafana ワークスペースからデータソースまたは通知チャネルへのト
ラフィックは、パブリックインターネットを経由します。これにより、Amazon Managed Grafana ワーク
スペースからの接続が、一般にアクセス可能なサービスに制限されます。

Note

プライベート VPC を設定しておらず、Amazon Managed Grafana がパブリックにアクセス可能
なデータソースに接続している場合、AWS経由で同じリージョンの一部のサービスに接続します
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AWS PrivateLink。これには CloudWatch、Prometheus 向けAmazonマネージドサービスなどの
サービスが含まれますAWS X-Ray。これらのサービスへのトラフィックは、パブリックインター
ネットを経由しません。

VPC 内のプライベート向けデータソースに接続したり、トラフィックを VPC のローカルに保ちたい場合
は、Amazon Managed Grafana ワークスペースを、これらのデータソースをホストする Amazon Virtual 
Private Cloud（Amazon VPC）に接続できます。VPC データソース接続を設定すると、すべてのトラ
フィックは VPC を経由します。

仮想プライベートクラウド (VPC) は、AWS アカウント専用の仮想ネットワークです。VPC やパブリック
インターネットなど、他の仮想ネットワークから論理的に切り離されています。Amazon VPC を使用し
て、の VPC を作成および管理しますAWS クラウド。Amazon VPC では、リソースの配置、接続、セキュ
リティなど、仮想ネットワーク環境を完全に制御できます。Amazon マネージド Grafana データソースや
その他のリソースは、VPC で作成できます。Amazon VPC の詳細については、「Amazon VPC とは? を
参照してください。 Amazon Virtual Private Cloud ユーザーガイドを参照してください。

Note

Amazon Managed Grafana ワークスペースを VPC の外部、別のネットワーク、またはパブリッ
クインターネットのデータに接続する場合は、他のネットワークにルーティングを追加する必
要があります。VPC を別のネットワークConnect する方法については、Amazon Virtual Private 
Cloud ユーザーガイドの 「VPC を他のネットワークに接続する」を参照してください。

VPC 接続の仕組み
Amazon VPC では、アプリケーションが接続するためのパブリックサブネットとプライベートサブネット
の作成や、サブネットにアクセスできるサービスやリソースを管理するセキュリティグループなど、仮想
ネットワーキング環境を完全に制御できます。

Amazon マネージド Grafana を VPC 内のリソースで使用するには、Amazon マネージド Grafana ワー
クスペース用にその VPC への接続を作成する必要があります。接続をセットアップすると、Amazon 
Managed Grafana はワークスペースをその VPC 内の各アベイラビリティーゾーンにある各サブネット
に接続し、Amazon Managed Grafana ワークスペースとの間のすべてのトラフィックは VPC を経由しま
す。次の図は、この接続がどのように見えるかを示しています。
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Amazon Managed Grafana は、(elastic network interface (ENI) を使用して、サブネットごとに接続 (1) を
作成し、VPC (2) に接続します。Amazon マネージド Grafana VPC 接続は、VPC と Amazon マネージド 
Grafana ワークスペース間のトラフィックを制御する一連のセキュリティグループ (3) に関連付けられて
います。すべてのトラフィックは、アラートの送信先やデータソースの接続を含め、設定された VPC を経
由してルーティングされます。他の VPC やパブリックインターネットのデータソースやアラート宛先に接
続するには (4)、他のネットワークと VPC の間にゲートウェイ (5) を作成します。

VPC への接続の作成
このセクションでは、既存の Amazon マネージド Grafana ワークスペースから VPC に接続する手順につ
いて説明します。ワークスペースを作成するときも、同じ手順に従うことができます。WorkSpace の作成
の詳細については、「」を参照してくださいワークスペースの作成 (p. 22)。

前提条件
以下は、既存の Amazon マネージド Grafana ワークスペースから VPC への接続を確立するための前提条
件です。
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• Amazon マネージド Grafana ワークスペースを設定または作成するには、必要なアク
セス権限を有している必要があります。たとえば、AWS管理ポリシーを使用できま
すAWSGrafanaAccountAdministrator。

• アカウントに VPC をセットアップし、少なくとも 2 つのアベイラビリティーゾーンを設定し、それぞ
れに 1 つのサブネットを設定する必要があります。VPC のサブネットとセキュリティグループの情報を
知っている必要があります。

• データソースが設定された既存の Amazon マネージド Grafana ワークスペースを接続する場合
は、Amazon マネージド Grafana を VPC に接続する前に、それらのデータソースに接続するように 
VPC を設定しておくことをお勧めします。これには、 CloudWatch 経由で接続されているサービスなど
が含まれますAWS PrivateLink。そうしないと、それらのデータソースへの接続が失われます。

• VPC にすでに他のネットワークへの複数のゲートウェイがある場合は、複数のゲートウェイにわたって 
DNS 解決を設定する必要がある場合があります。詳細については、「Route 53 リゾルバ」を参照して
ください。

既存の Amazon マネージド Grafana ワークスペースから VPC に
接続する
以下の手順では、Amazon VPC データソース接続を既存の Amazon マネージド Grafana ワークスペース
に追加する方法について説明します。

Note

Amazon VPC への接続を設定すると、IAM ロールが作成されます。このロールを使用する
と、Amazon マネージド Grafana は VPC への接続を作成できます。IAM ロールは、サービス
にリンクされたロールポリシーを使用しますAmazonGrafanaServiceLinkedRolePolicy。
サービスにリンクされたロールの詳細については、「」を参照してくださいAmazon Managed 
Grafana のサービスリンクロールアクセス許可 (p. 722)。

既存の Amazon マネージド Grafana ワークスペースから VPC に接続するには

1. Amazon マネージド Grafana コンソールを開きます。
2. 左のナビゲーションペインの [すべてのワークスペース] を選択します。
3. VPC データソース接続を追加するワークスペースの名前を選択します。
4. [ネットワークアクセス設定] タブの [アウトバウンド VPC 接続] の横にある [編集] を選択して VPC 接

続を作成します。
5. 接続する VPC を選択します。
6. 「マッピング」で、使用したいアベイラビリティーゾーンを選択します。少なくとも 2 つ選択する必

要があります。
7. アベイラビリティーゾーンで少なくとも 1 つだけサブネットを選択します。サブネットは IPv4 をサ

ポートしている必要があります。
8. VPC のセキュリティグループを少なくとも 1 つ選択してください。最大 5 つのセキュリティグループ

を指定できます。代わりに、この接続に適用するセキュリティグループを作成することもできます。
9. [変更を保存] を選択して設定を完了します。

VPC 接続を設定したので、その VPCデータソース (p. 55) からアクセス可能な Amazon マネージド 
Grafana ワークスペースを追加できます。

トラブルシューティングに関するよくある質
問:Amazon マネージド Grafana で VPC を使用する
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) をAmazon マネージド Grafana で使用することに関してよく
寄せられる質問への回答です。
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Amazon マネージドGrafana で VPC を設定する必要があるのは
どのような場合ですか?
プライベート VPC でのみ使用できる (パブリックにアクセスできない) データソースに接続する場合
は、Amazon Managed Grafana で VPC を設定する必要があります。

公開されているデータソース、または公開エンドポイントがあるデータソースの場合、VPC を設定する必
要はありません。

Amazon CloudWatch、Prometheus 用 Amazon マネージドサービスAWS X-Ray、または VPC に接続する
場合は、VPC を設定する必要はありません。これらのデータソースは、デフォルトで Amazon マネージド 
GrafanaAWS PrivateLink に接続されています。

Amazon マネージド Grafana ワークスペースで VPC を設定した
後に、既存のデータソースが接続に失敗するのはなぜですか?
既存のデータソースはパブリックネットワーク経由でアクセスできる可能性が高く、Amazon VPC 設定
ではパブリックネットワークへのアクセスが許可されていません。Amazon マネージド Grafana ワークス
ペースで VPC 接続を設定したら、すべてのトラフィックがその VPC を通過する必要があります。これに
は、その VPC 内でホストされているプライベートデータソース、別の VPC のデータソース、VPCAWS 
では利用できないManaged Services、インターネットに直接接続されているデータソースが含まれます。

この問題を解決するには、設定した VPC に他のデータソースを接続する必要があります。

• インターネットに直接接続するデータソースの場合は、VPC をインターネットに接続します。たとえ
ば、NAT デバイスを使用してインターネットや他のネットワークConnect できます (Amazon Virtual 
Private Cloud ユーザーガイドより)。

• 他の VPC のデータソースについては、2 つの VPC 間のピアリングを作成します。詳細については、
「VPC ピアリングを使用して VPC Connect する」(Amazon Virtual Private Cloud ユーザーガイド) を参
照してください。

• X-Ray や AmazonAWS Managed Services vice for Prometheus など CloudWatch、VPC からアクセスで
きないマネージドサービスの場合、VPC にそのサービスのインターフェイス VPC エンドポイントを作
成する必要がある場合があります。詳細については、「AWS PrivateLink ガイド」の「Access an AWS 
service using an interface VPC endpoint」(インターフェイス VPC エンドポイントを使用してのサービ
スにアクセスする) を参照してください。

AWSManaged Services (Prometheus 用の Amazon マネージ
ドサービス、または X-Ray など) とプライベートデータソー
ス (Amazon Redshift を含む) の両方を同じ Amazon マネー
ジド Grafana ワークスペースに接続することはできますか? 
CloudWatch
はい。プライベートデータソースと同じ VPCAWS 内のManaged Services への接続を (たとえば、イン
ターフェイス VPC エンドポイントまたは NAT ゲートウェイを使用して) 設定し、同じ VPC に接続するよ
うに Amazon Managed Grafana ワークスペースを設定する必要があります。

Amazon マネージド Grafana ワークスペースで VPC502 Bad 
Gateway Error を設定した後でデータソースに接続しようとす
るとメッセージが表示されるのはなぜですか?
502データソース接続がエラーを返す最も一般的な理由は次のとおりです。
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• セキュリティグループエラー — Amazon Managed Grafana の VPC 設定時に選択したセキュリティグ
ループは、インバウンドルールとアウトバウンドルールによるデータソースへの接続を許可する必要が
あります。

この問題を解決するには、データソースセキュリティグループと Amazon Managed Grafana セキュリ
ティグループの両方のルールがこの接続を許可していることを確認してください。

• ユーザー権限エラー — 割り当てられたワークスペースユーザーには、データソースをクエリするための
適切な権限がありません。

この問題を解決するには、ユーザーがワークスペースを編集するために必要な IAM 権限と、ホス
ティングサービスのデータにアクセスしてクエリするための正しいデータソースポリシーを持って
いることを確認します。権限はAWS Identity and Access Management (IAM) コンソールの https:// 
console.aws.amazon.com/iam/ で利用できます。

• 入力された接続の詳細が正しくない — Amazon Managed Grafana ワークスペースは、入力された接続
情報が正しくないため、データソースに接続できません。

この問題を解決するには、データソース認証やエンドポイント URL など、データソース接続の情報を確
認し、接続を再試行してください。

同じ Amazon マネージド Grafana ワークスペースから複数の 
VPC に接続できますか?
Amazon マネージド Grafana ワークスペースに設定できる VPC は 1 つだけです。別の VPC や複数のリー
ジョンにあるデータソースにアクセスするには、次の質問をご覧ください。

別の VPC にあるデータソースに接続する方法を教えてくださ
い。AWS リージョン別の場所にある VPCAWS アカウント の
データソースに接続する方法を教えてください。
VPC ピアリングを使用するかAWS Transit Gateway、クロスリージョンまたはクロスアカウント VPC を
接続してから、Amazon Managed GrafanaAWS アカウント ワークスペースと同じリージョンにある VPC 
を接続できます。Amazon マネージド Grafana は、VPC 内の他の接続と同様に外部のデータソースに接続
します。

Note

VPC ピアリングが選択肢にならない場合は、ユースケースをアカウントマネージャーと共有する
か、aws-grafana-feedback@amazon .com にメールを送信してください。

Amazon マネージド Grafana ワークスペースが VPC に接続され
ている場合でも、他のパブリックデータソースに接続できます
か?
はい。VPC とパブリックデータソースの両方のデータソースを 1 つの Amazon マネージド Grafana ワー
クスペースに同時に接続できます。パブリックデータソースの場合、AWS Transit Gatewayインターネッ
トまたはその他の VPC 接続経由で VPC 接続を設定する必要があります。パブリックデータソースへのリ
クエストは VPC を経由するため、リクエストの可視性と制御性が向上します。
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VPC 接続を設定する前に、 PagerDuty GrafanaアラートはSlack
などのダウンストリームサービスに正常に送信されていまし
た。VPC を設定しても、Grafana アラートがこれらの通知先に
配信されないのはなぜですか?
Amazon Managed Grafana ワークスペースの VPC 接続を設定すると、ワークスペース内のデータソース
へのすべてのトラフィックは、設定された VPC を経由します。VPC にこれらのアラート通知サービスに
到達するためのルートがあることを確認してください。たとえば、サードパーティがホストするアラー
ト通知先には、インターネットへの接続が必要な場合があります。データソースと同様に、AWS Transit 
Gateway外部宛先へのインターネットまたはその他の VPC 接続を設定します。

ワークスペースを設定
Amazon マネージド Grafana の設定は、Amazon マネージド Grafana の認証と権限の設定と、Grafana 
ワークスペースの設定に分けることができます。このセクションには、Grafana ワークスペースの設定に
関する情報が含まれています。

Amazon マネージド Grafana の認証とアクセス許可の詳細については、以下のトピックを参照してくださ
い。

• Amazon Managed Grafana でのユーザー認証 (p. 5)
• Amazon マネージド Grafana へのユーザーおよびグループのアクセス権の管理 (p. 27)
• ユーザー、チーム、権限 (p. 43)

ワークスペースのプロパティを表示しているときに、Amazon Managed Grafana 内の [ワークスペース設
定オプション] タブで Grafana ワークスペースの設定を変更できます。

Grafana インスタンスに設定を変更すると、インスタンスが再起動して新しい設定がリロードされること
があります。構成を変更した後、ユーザーは Grafana ワークスペースを表示するブラウザーページを更新
する必要がある場合があります。

Note

ワークスペースを初めて作成するときも、同じオプションを使用できます。

Amazon マネージド Grafana コンソールを使用して Grafana ワークスペースの設定を変更するに
は

1. https://console.aws.amazon.com/grafana/ で Amazon マネージド Grafana コンソールを開きます。
2. 左のナビゲーションペインの [メニュー] アイコンを選択します。
3. [すべてのワークスペース] を選択します。
4. 設定するワークスペースの名前を選択します。これにより、そのワークスペースの詳細が開きます。
5. Workspace 設定オプションタブを選択すると、インスタンスのインスタンス設定オプションが表示さ

れます。
6. 編集する設定グループを検索します。この場合は Grafana アラートです。

Note

現在、変更できる Grafana インスタンス構成は、Grafana アラートをオンまたはオフにする
だけです。
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7. Grafana ワークスペースで Prometheus アラートを表示したい場合は、チェックボックスを選択して
Grafana アラートをオンにします。Grafana アラートをオンにすると、Grafana アラートに対して複
数の通知が送信されます。Grafana で定義されたアラートを使用する場合、Grafana アラートを有効
にすることはお勧めしません。

Prometheus アラートを表示せず、Grafana マネージドアラートを使用したい場合は、「Grafana ア
ラートを有効にする」のチェックボックスをオフにします。これにより、従来のダッシュボードア
ラートが有効になります。Grafana アラートを有効にしなくても、既存の Grafana アラートは評価さ
れます。

Note

Grafana アラートをオフにして従来のダッシュボードアラートに戻すと、作成した新しいアラー
トルールを含め、Grafana アラートの使用中に行われたアラート設定に加えられたすべての変更
が失われます。
Grafana アラートの使用方法と、Grafana アラートの有効化または無効化による影響の詳細につ
いては、を参照してくださいGrafana アラート (p. 566)。

次のセクションでは、Amazon マネージド Grafana API またはを使用して Grafana インスタンスの設定を
変更する方法を示しますAWS CLI。

API による設定またはAWS CLI
Grafana ワークスペースの設定は、Amazon マネージド Grafana API またはを使用して設定できますAWS 
CLI。

アマゾンマネージド Grafana API との両方でAWS CLI、設定は JSON 文字列です。設定できる唯一の構成
はunifiedAlerting、enabled設定です。これをに設定すると Grafanatrue アラート機能がオンにな
り、falseに設定するとオフになります。フォーマットは JSON で、後から追加される可能性のある構成
設定に対応しています。

AWS CLI

を使用して Amazon マネージド Grafana インスタンスの設定を更新するにはAWS CLI

次のコマンドを実行して、インスタンスの Grafana アラート機能をオンにしま
す。<region><workspace-id>および文字列をインスタンスに適した値に置き換えます。

aws grafana update-workspace-configuration \ 
    --region region \ 
    --workspace-id <workspace-id> \ 
    --configuration '{"unifiedAlerting": { "enabled": true }}'

Amazon Managed Grafana API

API を使用して Amazon マネージド Grafana インスタンスの設定を更新するには

次のアクションを使用して、インスタンスの Grafana アラート機能をオンにします。<workspace-id>
文字列をインスタンスに適した値に置き換えます。

PUT /workspaces/<workspace-id>/configuration HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "configuration": '{"unifiedAlerting": { "enabled": true }}'
}
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WorkSpace の削除
Amazon Managed Grafana ワークスペースを削除すると、そのワークスペースのすべての設定データも
削除されます。これには、ダッシュボード、データソース設定、アラート、スナップショットが含まれま
す。

Amazon マネージド Grafana ワークスペースを削除するには

1. https://console.aws.amazon.com/grafana/ で Amazon マネージド Grafana コンソールを開きます。
2. 左のナビゲーションペインの [メニュー] アイコンを選択します。
3. [すべてのワークスペース] を選択します。
4. 削除するワークスペースの名前を選択します。
5. [Delete] (削除) を選択します。
6. 削除を確認するには、ワークスペースの名前を入力して [削除] を選択します。
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Grafana ワークスペースでの作業
このセクションのトピックでは、Amazon マネージド Grafana の使用方法について説明します。

Amazon マネージド Grafana ワークスペースで作業する前に、そのワークスペースに接続する必要があり
ます。

Grafana のワークスペースコンソールするには

1. https://console.aws.amazon.com/grafana/ で Amazon マネージド Grafana コンソールを開きます。
2. ページの左上隅にあるメニューアイコンを選択し、「すべてのワークスペース」を選択します。
3. ワークスペースの ID。
4. ワークスペースの詳細ページで、Grafana ワークスペース URL の下に表示される URL を選択しま

す。
5. ワークスペース URL を選択すると、Grafana ワークスペースコンソールのランディングページが表示

されます。[Sign inAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) with] を選択し、メー
ルアドレスとパスワードを入力します。

トピック
• ユーザー、チーム、権限 (p. 43)
• Grafana ワークスペースコンソールで開始する (p. 49)
• データソース (p. 55)
• Grafana バージョン 9 での作業 (p. 245)
• Grafana バージョン 8 での作業 (p. 458)
• 設定の変更 (p. 606)

ユーザー、チーム、権限
これらのセクションの情報を使用して、Amazon Managed Grafana のユーザー、チーム、権限を管理して
ください。

トピック
• Users (p. 43)
• ユーザーロール (p. 44)
• チーム管理 (p. 44)
• 許可の使用 (p. 45)

Users
Amazon マネージド Grafana では、Grafana ワークスペースにユーザーを追加しません。代わりに、IAM 
ID センターを使用して Amazon マネージド Grafana ワークスペースへのアクセス権をユーザーに付与し
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ます。詳細については、「Amazon マネージド Grafana へのユーザーおよびグループのアクセス権の管
理 (p. 27)」を参照してください。

ユーザーロール
Amazon マネージド Grafana では、Amazon マネージド Grafana ワークスペースを使用できる各ユーザー
に、3 つのロールのいずれかに割り当てられます。

• 管理者ロール — 管理者ロールを持つユーザーは次の操作を実行できます。
• データソースを追加、編集、削除できます。
• ユーザーとチームを追加および編集できます。
• ダッシュボードを含むフォルダーを追加、編集、または削除できます。
• 編集者の役割で許可されていることはすべて実行できます。

• 編集者の役割 — 編集者の役割を持つユーザーは、次の操作を行うことができます。
• アクセス権のあるダッシュボードのダッシュボード、パネル、アラートルールを表示、追加、編集で

きます。これは特定のフォルダーとダッシュボードで無効にできます。
• プレイリストを作成、更新、または削除できます。
• Exploreにアクセスできます。
• 通知チャンネルを追加、編集、削除できます。
• データソースを追加、編集、または削除できません。
• 閲覧者ロールで許可されていることはすべて実行できます。

• 閲覧者ロール — 閲覧者ロールを持つユーザーは次の操作を行うことができます。
• アクセス権のあるすべてのダッシュボードを表示できます。これは特定のフォルダーとダッシュボー

ドで無効にできます。
• プレイリストを作成、更新、または削除できません。
• Exploreにアクセスできません。
• 通知チャンネルを追加、編集、または削除できません。
• データソースを追加、編集、または削除できません。
• ダッシュボードまたはパネルを追加、編集、または削除できません。
• 他のユーザーやチームを管理することはできません。

Grafana ワークスペースからのユーザー割り当てとユーザーアクセス管理は、Amazon マネージド 
Grafana ではサポートされていません。ユーザーとグループのアクセスを管理する方法は、認証に IAM 
Identity Center と SAML のどちらを使用するかによって異なります。

• ワークスペースで認証に IAM ID センターを使用している場合は、Amazon マネージド Grafana コン
ソールまたは API を使用してロールを割り当てることができます。詳細については、「Amazon マネー
ジド Grafana へのユーザーおよびグループのアクセス権の管理 (p. 27)」を参照してください。

• ワークスペースが認証に SAML を使用している場合、ユーザーロールはアサーション属性によってのみ
定義されます。詳細については、「アサーションマッピング (p. 6)」を参照してください。

チーム管理
チームを使用すると、複数のユーザーに同時に権限を付与できます。また、チーム同期を設定し
て、Grafana ワークスペースと認証プロバイダーの間でチームメンバーシップを自動的に同期することも
できます。

チームの作成または削除
チームを作成して、グループ内のユーザーを管理します。
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チームを作成するには

1. サイドバーで、設定 (歯車) アイコンを選択し、「チーム」を選択します。
2. 「新規チーム」を選択します。
3. [名前] に、新しいチームの名前を入力し、[作成] を選択します。

チームを削除するには

1. サイドバーで、設定 (歯車) アイコンを選択し、「チーム」を選択します。
2. チーム名の右にある [X] を選択します。
3. 確認するには、[削除] を選択します。

チームへのユーザーを追加する、またはチームから削除する
以下の手順を使用して、ユーザーをチームに追加したり、チームから削除したりします。

チームにユーザーを追加するには

1. サイドバーで、設定 (歯車) アイコンを選択し、「チーム」を選択します。
2. ユーザーを追加するチームを選択します。
3. [メンバーを追加] を選択します。
4. 「チームメンバーを追加」ボックスで、チームに追加するユーザーを選択し、「チームに追加」を選

択します。

チームからユーザーを削除するには

1. サイドバーで、設定 (歯車) アイコンを選択し、「チーム」を選択します。
2. ユーザーを削除するチームを選択します。
3. ユーザー名の右にある [X] を選択します。
4. 確認するには、[削除] を選択します。

チーム同期を使う
チーム同期では、認証プロバイダーのグループと Grafana のチーム間の同期を設定できます。現在サポー
トされている認証プロバイダーは IAM ID センターと SAML です。

Grafana チームを外部グループと同期させること。

1. Grafana コンソールで、[設定]、[チーム] に移動します。
2. IAM Identity Center グループと同期するには、IAM Identity Center グループ IAM Identity Center を入

力します。SAML ベースの ID プロバイダーのグループと同期するには、Amazon Managed Grafana 
ワークスペース設定ページの SAML 設定セクションのアサーション属性グループフィールドに入力し
た属性名の値を入力します。

3. [Add Group (グループの追加)] を選択します。

許可の使用
Amazon マネージド Grafana の Grafana ワークスペースで実行できることは、ユーザーに関連付けられて
いる権限によって定義されます。
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Amazon マネージド Grafana では次の 3 種類の権限を使用します。

• Grafana 管理者として付与された権限
• チームのメンバーシップに関連する権限
• 特定のフォルダーまたはダッシュボードに付与されるアクセス許可

管理者ステータス、ユーザーに割り当てられたダッシュボードまたはフォルダーの権限、およびデータ
ソースの権限に基づいて権限を付与できます。

ダッシュボードとフォルダーの権限の概要
ダッシュボードとフォルダーの権限を使用することで、編集者と閲覧者のデフォルトのロールベースの権
限を削除できます。その後、特定のユーザーやチームに権限を割り当てることができます。詳細について
は、「ダッシュボードとフォルダーの権限 (p. 46)」を参照してください。

データソース権限の概要
デフォルトでは、データソースはどのユーザーでもクエリできます。たとえば、Viewerロールを持つユー
ザーは、アクセス権のあるダッシュボードに存在するクエリだけでなく、データソースに対して可能なあ
らゆるクエリを発行できます。

データソース権限を使用して、データソースのデフォルト権限を変更し、クエリ権限を特定のユーザーと
チームに制限できます。詳細については、「データソースの許可 (p. 48)」を参照してください。

ダッシュボードとフォルダーの権限
ダッシュボードとダッシュボードフォルダーの場合、権限ページを使用して、編集者と閲覧者のデフォル
トのロールベースの権限を削除できます。このページでは、特定のユーザーとチームに権限を追加して割
り当てることができます。

Amazon マネージド Grafana には以下の権限レベルがあります。

• Admin: ダッシュボードの編集と作成、権限の編集ができます。フォルダーを追加、編集、または削除で
きます。

• Edit: ダッシュボードを編集および作成できます。フォルダやダッシュボードの権限を編集したり、
フォルダを追加、編集、削除したりすることはできません。

• View: 既存のダッシュボードとフォルダのみを表示できます。

フォルダー権限の付与

フォルダ権限を付与するには

1. サイドバーで、ダッシュボード (四角形) アイコンを一時停止し、[管理] を選択します。
2. フォルダー上で一時停止し、[フォルダーに移動] を選択します。
3. [権限] タブで、[権限の追加] を選択します。
4. [権限の追加] ダイアログボックスで、[ユーザー]、[チーム]、またはいずれかのロールオプションを選

択します。
5. 2 番目のボックスで、権限を追加するユーザーまたはチームを選択します。前のステップでロールオ

プションを選択した場合は、このステップをスキップしてください。
6. 3 番目のボックスで、追加するアクセス許可を選択します。
7. [Save] (保存) を選択します。
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ダッシュボード許可の付与

ダッシュボード許可を付与するには

1. ダッシュボードの右上隅にある歯車アイコンを選択して、ダッシュボード設定に移動します。
2. [権限] タブで、[権限の追加] を選択します。
3. [権限の追加] ダイアログボックスで、[ユーザー]、[チーム]、またはいずれかのロールオプションを選

択します。
4. 2 番目のボックスで、権限を追加するユーザーまたはチームを選択します。前のステップでロールオ

プションを選択した場合は、このステップをスキップしてください。
5. 3 番目のボックスで、追加する権限を選択します。
6. [Save] (保存) を選択します。

アクセスの制限
最も高い権限が常に勝ちます。

• Adminそのロールを持つユーザーの権限を上書きすることはできません。管理者はいつでもすべてにア
クセスできます。

• 権限レベルの低いより具体的な権限は、より一般的なルールと高い権限レベルが存在する場合は効果が
ありません。より一般的なルールの権限レベルを削除または下げる必要があります。

Amazon マネージド Grafana が複数の権限を解決する方法 — 例

以下の例は、複数のアクセス許可がどのように解決されるかを示しています。

例 1:user1Editor ロールを持っている

ダッシュボードの権限:

• Editorロールを持つすべてのユーザーが編集できます。
• user1表示できます。

結果:user1最も高い権限が常に優先されるため、編集権限が付与されます。

例 2:user1 閲覧者ロールを持ち、以下のメンバーであるteam1

ダッシュボードの権限:

• Viewerロールを持つすべてのユーザーが閲覧できます。
• user1Editorロールがあり、編集できます。
• team1Admin役割があります。

結果:user1最も高い権限が常に優先されるため、管理者権限が付与されます。

例 3:user1 さまざまなレベルで複数の権限を持っている

ダッシュボードの権限:

• user1Adminロール (親フォルダーから継承) があります。
• user1Editorロールがあり、編集できます。

結果:下位の権限に上書きすることはできません。 user1常に最高の権限が優先されるため、管理者権限が
付与されます。
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概要

• 表示:既存のダッシュボードまたはフォルダのみを表示できます。
• 権限レベルが高いより一般的なルールが存在する場合、より具体的な権限レベルが低くても効果はあり

ません。

データソースの許可
データソース権限を使用して、データソースをクエリするユーザーのアクセスを制限できます。データ
ソースごとに、特定のユーザーやチームへのクエリ権限を有効化または制限できる権限ページがありま
す。

データソース許可を有効にする

デフォルトでは、データソースはどのユーザーでもクエリできます。たとえば、Viewerこのロールを持つ
ユーザーは、アクセス権のあるダッシュボードに存在するクエリだけでなく、可能な限りのクエリをデー
タソースに対して発行できます。

データソースの権限が有効になっている場合は、そのデータソースの管理者アクセスとクエリアクセスを
管理ユーザーに制限します。

データソースの権限を有効にするには

1. [設定]、[データソース] に移動します。
2. アクセス許可を有効にするデータソースを選択します。
3. [権限] タブで、[有効にする] を選択します。

Warning

デフォルトデータソースの権限を有効にすると、権限にリストされていないユーザーはクエ
リを呼び出すことができません。デフォルトのデータソースを使用するパネルでは、Access 
denied to data sourceそれらのユーザーにはエラーが返されます。

ユーザーとチームがデータソースをクエリできるようにする

データソースの権限を有効にすると、ユーザーとチームにクエリ権限を割り当てることができます。クエ
リ権限により、データソースをクエリするためのアクセスが許可されます。

ユーザーとチームにクエリ権限を割り当てるには

1. [設定]、[データソース] を選択します。
2. クエリアクセス許可を割り当てるデータソースを選択します。
3. [権限] タブで、[権限の追加] を選択します。
4. 「チーム」または「ユーザー」を選択します。
5. クエリアクセスを許可するチームまたはユーザーを選択し、[保存] を選択します。

データソース許可を無効にする

データソースの権限を有効にしていて、データソースの権限をデフォルトに戻したい場合は、次の手順に
従ってください。

Note

データソースに対して作成された既存の権限はすべて削除されます。

48



Amazon Managed Grafana ユーザーガイド
Grafana ワークスペースコンソールで開始する

データソースの権限を無効にするには

1. [設定]、[データソース] を選択します。
2. アクセス許可を無効にするデータソースを選択します。
3. [権限] タブで、[権限を無効にする] を選択します。

Grafana ワークスペースコンソールで開始する
このセクションでは、Amazon マネージド Grafana ワークスペース内の Grafana コンソールについて概観
します。Grafana コンソールの使い方を学ぶには良い場所です。

Grafana とは
Grafana はオープンソースの可視化と分析ソフトウェアです。これを使用して、メトリックが格納されて
いる場所に関係なく、メトリクスのクエリ、可視化、アラート表示、探索を行うことができます。

たとえば、アプリケーションのメトリック、ログ、およびトレースデータを表示する場合は、ダッシュ
ボードを作成できます。企業の管理者で、複数のチームで Grafana を管理している場合は、プロビジョニ
ングと認証を設定する必要がある場合があります。

以下のセクションでは、Grafana データベースとリンクを使用して実行できる作業の概要を説明し、詳細
を知ることができます。

メトリクスとログを調べる
1 回限りのクエリまたはアドホッククエリと動的なドリルダウンを通じてデータを探索できます。ビュー
を分割して、異なる時間範囲、クエリ、およびデータソースを並べて比較できます。

詳細については、「」を参照してください探索 (p. 537)

アラート
Grafana アラートを使用している場合は、次のようなさまざまなアラート通知を介してアラートを送信で
きます。

• Amazon SNS
• PagerDuty
• VictorOps
• OpsGenie
• Slack

詳細については、「」を参照してくださいGrafana アラート (p. 566)

注釈
異なるデータソースからのリッチイベントでグラフに注釈を付けます。イベントを一時停止して、完全な
イベントのメタデータとタグを表示します。

Grafana でグラフマーカーとして表示されるこの機能は、何か問題が発生した場合にデータを関連付ける
のに便利です。を押すと、アノテーションを手動で作成できます。Ctrlグラフを選択してからテキストを入
力している間。または、任意のデータソースからデータを取得することもできます。

詳細については、「」を参照してください注釈 (p. 520)
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ダッシュボード変数
テンプレート変数を使用して、さまざまなユースケースで再利用できるダッシュボードを作成します。こ
れらのテンプレートでは、値はハードコードされません。つまり、ダッシュボードを複数のサーバーで使
用できます。たとえば、実稼働サーバーとテストサーバーがある場合、両方で同じダッシュボードを使用
できます。

テンプレートを使用すると、データをドリルダウンできます。たとえば、すべてのデータから北米デー
タ、テキサスのデータにドリルダウンできます。これらのダッシュボードは、組織内のチーム間で共有す
ることもできます。一般的なデータソース用の優れたダッシュボードテンプレートを作成すれば、それを
コミュニティ全体に投稿してカスタマイズして使用することもできます。

詳細については、「」を参照してくださいテンプレートと変数 (p. 549)

ダッシュボードの作成
Grafana コンソールでダッシュボードを作成するには、次の手順に従います。

最初のダッシュボードを作成するには

1. 左パネルで [+] アイコンを選択し、ダッシュボードの作成[] を選択してから、新しいパネルを追加。
2. 左新しいダッシュボード/編集パネル表示するには、Queryタブ。
3. クエリするデータソースを選択して、クエリを構成します。たとえば、testDBデータソースとして追

加され、ランダムウォークダッシュボードと呼ばれるサンプルダッシュボードが生成されます。

時系列の概要
外気温が1日を通してどのように変化するかを知りたいと想像してください。1時間に1回、温度計を
チェックして、現在の温度とともに時刻を書き留めます。しばらくすると、次のようなデータがありま
す。

時間 値

09:00:00 24°C

10:00 26°C

11:00:00 27 ℃

このような温度データは、時系列— 時間順に並べた一連の測定値。テーブルの各行は、特定の時刻におけ
る 1 つの個別の測定を表します。

テーブルは、個々の測定値を特定したい場合に役立ちますが、全体像が見えにくくなる場合があります。
時系列のより一般的な可視化は、グラフの代わりに、各測定を時間軸に沿って配置します。グラフなどの
視覚表現により、見づらいデータのパターンや特徴を簡単に発見できます。

その他の時系列の例は次のとおりです。

• CPU とメモリの使用状況
• センサーデータ
• 株式市場指数

これらの各例は、時系列順の測定値のシーケンスですが、他の属性も共有します。
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• 新しいデータは、通常の間隔（たとえば、毎時 09:00、10:00、11:00 など）で最後に追加されます。
• 測定値は追加後に更新されることはほとんどありません。たとえば、昨日の気温は変化しません。

時系列は強力です。これらは、システムの状態をいつでも分析できるようにすることで、過去を理解する
のに役立ちます。時系列は、空きディスク容量がゼロになった直後にサーバーがクラッシュしたことを示
す場合があります。

時系列は、データの傾向を明らかにすることで、将来の予測にも役立ちます。たとえば、過去数か月間、
登録ユーザー数が月次 4% 増加している場合、年末におけるユーザーベースの規模を予測できます。

一部の時系列には、既知の期間にわたって繰り返されるパターンがあります。たとえば、気温は通常、夜
間に浸る前の日中は高くなります。これらの周期を特定することによって、または季節の、時系列、次の
期間について自信を持って予測できます。毎日 18:00 頃にシステム負荷がピークになることがわかってい
る場合は、直前にマシンを追加できます。

時系列の集計
測定対象によって、データは大きく異なる場合があります。測定間隔よりも長い期間を比較したい場合は
どうなりますか？ 1時間に1回の温度を測定すると、1日24のデータポイントで終わります。8 月の気温を
長年にわたって比較するには、31 倍 24 のデータポイントを 1 つにまとめる必要があります。

測定値の集合を組み合わせることを集約。時系列データを集計するには、いくつかの方法があります。一
般的なものを以下に示します。

• 平均すべての値の合計を値の総数で割った値を返します。
• 最小そしてマックスコレクション内の最小値と最大値を返します。
• 合計コレクション内のすべての値の合計を返します。
• カウントコレクション内の値の数を返します。

たとえば、1 か月間のデータを集計することで、2017 年 8 月が平均して前年よりも暖かいと判断できま
す。最高気温の月を確認したい場合は、各月の最高気温を比較します。

時系列データをどのように集計するかは重要な決定であり、データで伝えたいストーリーによって異なり
ます。異なる集計を使用して、同じ時系列データをさまざまな方法で視覚化するのが一般的です。

時系列とモニタリング
IT 業界では、インフラストラクチャ、ハードウェア、アプリケーションのイベントなどのものを監視する
ために、時系列データが収集されることがよくあります。マシンで生成された時系列データは、通常、短
い間隔で収集されるため、予期しない変化が発生してからすぐに反応できます。データは急速に蓄積され
るため、データを効率的に保存してクエリする方法が不可欠です。その結果、近年、時系列データに最適
化されたデータベースの人気が高まっています。

時系列データベース

時系列データベース (TSDB) は、時系列データ用に明示的に設計されたデータベースです。通常のデータ
ベースを使用して測定値を格納することは可能ですが、TSDB には便利な最適化が含まれています。

現代のTSDBは、測定値が追加されるだけであり、めったに更新または削除されないという事実を利用し
ています。たとえば、各測定のタイムスタンプは時間の経過とともに少し変化するため、冗長データが格
納されます。

次の例は、Unix のタイムスタンプシーケンスを示しています。

1572524345, 1572524375, 1572524404, 1572524434, 1572524464
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これらのタイムスタンプを見ると、それらはすべてで始まります1572524となり、ディスク領域の使用が
不十分になる。代わりに、後続の各タイムスタンプを差分として保存できます。またはdeltaでは、次の例
のように、最初のものから。

1572524345, +30, +29, +30, +30

次の例に示すように、これらのデルタのデルタを計算することで、さらに一歩踏み出すこともできます。

1572524345, +30, -1, +1, +0

一定の間隔で測定を行う場合、それらのほとんど delta-of-deltas は 0 になります。このような最適化によ
り、TSDB は他のデータベースよりも大幅に少ないスペースを使用します。

TSDB のもう一つの特徴は、を使用して測定値をフィルタリングできることです。タグ。各データポイン
トには、測定が行われた場所などのコンテキスト情報を追加するタグでラベルが付けられます。

Grafanaでは、以下のTSDBがサポートしている。

• グラファイト
• influxDB
• Prometheus

weather,location=us-midwest temperature=82 1465839830100400200 
  |    -------------------- --------------  | 
  |             |             |             | 
  |             |             |             |
+-----------+--------+-+---------+-+---------+
|measurement|,tag_set| |field_set| |timestamp|
+-----------+--------+-+---------+-+---------+

時系列データの収集

時系列を保存する場所ができたので、実際に測定値をどのように収集しますか？ 時系列データを収集する
には、通常、コレクタモニタリングするデバイス、マシン、またはインスタンスで。一部のコレクタは、
特定のデータベースを念頭に置いて作成され、異なる出力先をサポートするものもあります。

コレクターの例をいくつか示します。

• 集めた
• 述べた
• Prometheus の輸出業者
• テレグラフ

コレクタのどちらか押すデータをデータベースに保存するか、データベースをできるようにします。引
くコレクタからのデータ。各アプローチには、独自の長所と短所があります。

長所 短所

プッ
シュ

複数のデスティネーションにデータを簡単にレプ
リケートできます。

TSDB は、送信されるデータの量を制御できませ
ん。
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長所 短所

プ
ル

取り込まれるデータの量とデータの完全性をより
詳細に制御できます。

ファイアウォール、VPN、またはロードバランサ
を使用すると、エージェントへのアクセスが困難
になる可能性があります。

すべての測定値をデータベースに書き込むのは非効率的であるため、コレクタはデータを事前に集約
し、TSDB に一定の間隔で書き込みます。

時系列ディメンション
時系列データでは、多くの場合、データは複数の時系列のセットになります。多くの Grafana データソー
スは、このタイプのデータをサポートしています。

一般的なケースは、1 つ以上の追加プロパティをディメンションとして持つ測定に対して 1 つのクエリを
発行することです。たとえば、位置プロパティとともに温度の測定値をクエリできます。この場合、その
単一のクエリから複数の系列が返され、各系列はディメンションとして一意の位置を持ちます。

Grafana は一連の時系列内で一意の系列を識別するために、次元を次の場所に格納します。ラベルに貼り
付けます。

Labels

Grafana の各時系列にはオプションでラベルがあります。ラベルは、ディメンションを識別
するためのキーと値のペアのセットです。ラベルの例を次に示します。{location=us}また
は{country=us,state=ma,city=boston}。時系列セット内では、名前とラベルの組み合わせによっ
て各系列が識別されます。例えば、temperature {country=us,state=ma,city=boston} です。

時系列データの異なるソースには、ネイティブに格納されたディメンションや、データをディメンション
に抽出できる一般的な格納パターンがあります。

通常、TSDB は次元性をネイティブでサポートします。Prometheus は次元を次の場所に格納しますラベル
に貼り付けます。Graphite や OpenTsDB などのTSDBでは、タグ代わりにを使用します。

SQL などのテーブルデータベースでは、通常、これらの次元はGROUP BYクエリのパラメーター。

表形式の複数のディメンション

テーブルレスポンスを返す SQL または SQL ライクなデータベースでは、通常、追加のディメンションは
クエリレスポンステーブルの列です。

単一ディメンション

たとえば、次の例のようなクエリを考えてみます。

SELECT BUCKET(StartTime, 1h), AVG(Temperature) AS Temp, Location FROM T 
  GROUP BY BUCKET(StartTime, 1h), Location 
  ORDER BY time asc

クエリは、3 つの列を持つテーブルを返す場合があります。

StartTime Temp 場所

09:00:00 24 LGA
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StartTime Temp 場所

09:00:00 20 BOS

10:00 26 LGA

10:00 22 BOS

表形式は次のとおりです。長いですフォーマットされた時系列。背が高い。タイムスタンプが繰り返
され、Location に値が繰り返されます。この場合、セット内の 2 つの時系列は次のように識別されま
す。Temp {Location=LGA}そしてTemp {Location=BOS}。

セットからの個々の時系列は、次の次元を使用して抽出されます。

• 時間入力された列StartTime時系列の時間インデックスとして
• 数値で入力された列Tempシリーズ名として
• 入力された文字列の名前と値Locationlocation=LGA など、ラベルを構築する列

複数のディメンション

クエリが複数の文字列列を選択してグループ化するように更新された場合（たとえば、GROUP BY 
BUCKET(StartTime, 1h), Location, Sensor) では、追加のディメンションが追加されます。

StartTime Temp 場所 センサー

09:00:00 24 LGA A

09:00:00 24.1 LGA B

09:00:00 20 BOS A

09:00:00 20.2 BOS B

10:00 26 LGA A

10:00 26.1 LGA B

10:00 22 BOS A

10:00 22.2 BOS B

この場合、ディメンションを表すラベルには、文字列で入力された 2 つの列に基づいて 2 つのキーがあり
ます。LocationそしてSensor。このデータは、次の 4 つの系列になります。

• Temp {Location=LGA,Sensor=A}

• Temp {Location=LGA,Sensor=B}

• Temp {Location=BOS,Sensor=A}

• Temp {Location=BOS,Sensor=B}

Note

注意: 複数のディメンションは、Grafana の複数のアラートにマッピングする方法ではサポートさ
れていません。代わりに、1 つのアラートに対する複数の条件として扱われます。
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複数の値

SQL ライクなデータソースの場合、次元として使用する追加の文字列列の有無にかかわらず、複数の
数値列を選択できます。たとえば、AVG(Temperature) AS AvgTemp, MAX(Temperature) AS 
MaxTemp。これは、複数のディメンションと組み合わせると、多数のシリーズになる可能性があります。
複数の値を選択することは、現在、ビジュアライゼーションでのみ使用されるように設計されています。

ヒストグラムとヒートマップの概要
ヒストグラムは、数値データの分布を図で示したものです。値をバケット (ビンとも呼ばれます) にグルー
プ化します。次に、各バケットに含まれる値の数をカウントします。

ヒストグラムは、実際の値をグラフ化する代わりに、バケットをグラフ化します。各バーはバケットを表
し、バーの高さはそのバケットの間隔に入った値の頻度（カウントなど）を表します。

ヒストグラムは見るだけだ価値分布特定の時間範囲で。ヒストグラムの問題は、時間の経過に伴う分布の
傾向や変化が見られないことです。ここでヒートマップが役に立ちます。

ヒートマップ
あるヒートマップは時間の経過に伴うヒストグラムのようなもので、各タイムスライスは独自のヒストグ
ラムを表します。バーの高さを頻度の表現として使用する代わりに、セルを使用し、バケット内の値の数
に比例したセルを色付けします。

事前バケットデータ
次のように、多くのデータソースが時間の経過とともにヒストグラムをサポートしています。

• アマゾン OpenSearch サービス (ヒストグラムバケット集約を使用)
• Prometheus（ヒストグラムメトリックスのタイプととしての形式にセットされたオプションヒートマッ

プ)

一般に、バケットのバインドを表す名前を持つ系列を返すデータソースや、バウンドでソートされた系列
を昇順で返すデータソースを使用できます。

生データと集計データ
ヒートマップを通常の時系列データ（事前バケットではなく）で使用する場合、データは多くの場合、時
系列バックエンドによって既に集計されていることを覚えておくことが重要です。ほとんどの時系列クエ
リは、生のサンプルデータを返しません。代わりに、時間間隔でグループを含めるか maxDataPoints リ
ミットと集計関数 (通常は平均) を結合します。

これは、クエリの時間範囲によって異なります。重要な点は、Grafana が実行するヒストグラムバケット
は、すでに集約され平均化されたデータに対して行われる可能性があることを知ることです。より正確な
ヒートマップを得るには、メトリクスの収集中にバケット処理を実行するか、データを OpenSearch に保
存するか、生データに対するヒストグラムバケット処理をサポートする他のデータソースに保存すること
をお勧めします。

クエリでグループを削除したり下げたり、maxDataPoints を上げたりして、より多くのデータポイントを
返す場合、ヒートマップはより正確になります。しかし、これはCPUとメモリに大きな負荷をかけること
もあります。データポイントの数が不当に多くなると、ストールやクラッシュが発生する可能性がありま
す。

データソース
Amazon マネージド Grafana は、さまざまなデータソースをサポートしています。データソース
は、Grafana でクエリを実行してダッシュボードの作成などを行うことができるストレージバックエンド
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です。各データソースには、特定のデータソースが公開する機能に合わせてカスタマイズされた特定のク
エリエディターがあります。

クエリ言語と各データソースの機能は異なります。複数のデータソースからのデータを 1 つのダッシュ
ボードにまとめることができます。

Amazon マネージド GrafanaAWS を使用するすべてのアカウントは、多くのデータソースにアクセスで
きます。ワークスペースを Grafana Enterprise にアップグレードすると、追加のデータソースが利用可能
になります。これらのデータソースは、次のセクションに表示されます。Amazon マネージド Grafana に
は、次の 3 つの特別なデータソースも含まれています。

• TestDB — この組み込みデータソースを使用してランダムウォークデータを生成します。これは、ビ
ジュアライゼーションのテストや実験の実行に役立ちます。

• 混合 — これを使用して、同じパネル内の複数のデータソースをクエリします。このデータソースを使用
すると、追加する新しいクエリごとにデータソースを指定できます。最初のクエリでは、「Mixed」を
選択する前に指定したデータソースを使用します。

既存のクエリを混合データソースを使用するように変更することはできません。
• ダッシュボード — これを使用して、同じダッシュボード内の別のパネルの結果セットを使用します。

トピック
• Amazon マネージド GrafanaAWS OrganizationsAWS がデータソースにアクセスする方法 (p. 56)
• 組み込みのデータソース (p. 58)
• Grafana エンタープライズで利用可能なデータソース (p. 192)

Amazon マネージド GrafanaAWS OrganizationsAWS 
がデータソースにアクセスする方法
を使用するとAWS Organizations、AWS複数のアカウントのデータソース構成と権限設定を一元管理でき
ます。Amazon Managed Grafana ワークスペースでは、他の組織部門を指定して、AWSそのデータソース
をプライマリアカウントで表示できるようにすることができます。AWS アカウント

たとえば、組織内の 1 つのアカウントを Amazon Managed Grafana 管理アカウントとして使用し、この
アカウントに組織内の他のアカウントのデータソースへのアクセス権を付与できます。管理アカウント
に、AWS管理アカウントでアクセスしたいデータソースがあるすべての組織部門を一覧表示します。これ
により、これらのデータソースの設定に必要なロールと権限のポリシーが自動的に作成されます。これら
のポリシーは、Amazon Managed Grafana ワークスペースの Grafana コンソールで確認できます。

Organizations の詳細については、「とは」を参照してくださいAWS Organizations。

Amazon マネージド Grafana はを使用してAWS CloudFormation StackSets 、Amazon マネージド 
GrafanaAWS が組織全体のデータソースに接続するために必要なAWS Identity and Access Management 
(IAM) ロールを自動的に作成します。Amazon Managed Grafana が IAM ポリシーを管理して組織全体の
データソースにアクセスできるようにするには、AWS CloudFormation StackSets 組織の管理アカウント
で有効にする必要があります。Amazon マネージド Grafana は、これが初めて必要になったときに自動的
に有効にします。

AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)お
よびOrganizations との統合のための導入シナリオ
Amazon マネージド GrafanaAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) をと
Organizations の両方で使用している場合は、次の 3 つのシナリオのいずれかを使用して、組織内に 
Amazon マネージド Grafana ワークスペースを作成することをお勧めします。各シナリオでは、十分なア
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クセス許可を持つアカウントにサインインする必要があります。詳細については、「Amazon Managed 
Grafana のサンプルポリシー (p. 709)」を参照してください。

スタンドアロンアカウント

AWSスタンドアロンアカウントとは、組織のメンバーではないアカウントです。これは、AWS初めて試す
場合に起こりそうなシナリオです。

このシナリオでは、、、AWSSSODirectoryAdministratorポリシーが設定されたア
カウントにサインインするとAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single 
Sign-On)、Amazon Managed Grafana が自動的にOrganizations を有効にしま
す。AWSGrafanaAccountAdministratorAWSSSOMemberAccountAdministrator詳細については、「IAM ID 
Center を使用して、Amazon マネージド Grafana ワークスペースとユーザーを 1 つのスタンドアロンアカ
ウントで作成および管理します。 (p. 710)」を参照してください。

IAM ID センターが既に設定されている既存の組織のメンバーアカウント

メンバーアカウントでワークスペースを作成するに
は、AWSGrafanaAccountAdministratorAWSSSOMemberAccountAdministrator、AWSSSODirectoryAdministratorお
よびポリシーが適用されているアカウントにサインインする必要があります。詳細については、「IAM ア
イデンティティセンターを使用するメンバーアカウントの Grafana 管理者 (p. 709)」を参照してくださ
い。

メンバーアカウントでワークスペースを作成し、AWSそのワークスペースから組織内の他のアカウントの
リソースにアクセスさせたい場合は、ワークスペースでカスタマー管理権限を使用する必要があります。
詳細については、「顧客管理権限 (p. 731)」を参照してください。

サービス管理権限を使用して、AWSワークスペースが組織内の他のアカウントのリソースにアクセスでき
るようにするには、組織の管理アカウントでワークスペースを作成する必要があります。ただし、組織の
管理アカウントに Amazon Managed Grafana ワークスペースやその他のリソースを作成することはベスト
プラクティスではありません。Organizations ベストプラクティスの詳細については、「管理アカウントの
ベストプラクティス」を参照してください。

Note

2019 年 11 月 25AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) 日以前に管理ア
カウントで有効にした場合、IAM Identity Center 統合アプリケーションも有効にする必要があ
ります。オプションで、管理アカウントで有効にした後に、メンバーアカウントで IAM Identity 
Center 統合アプリケーションを有効にすることもできます。これらのアプリケーションを有効に
するには、「IAM ID Center 統合アプリケーション」セクションの「IAM ID Center 設定」ページ
で「アクセスを有効にする」を選択します。詳細については、「IAM Identity Center 統合アプリ
ケーション有効化」を参照してください。

IAM Identity Center がまだデプロイされていない既存の組織のメンバーアカウント

このシナリオでは、まず組織管理者としてサインインし、組織内の IAM Identity Center を有効にします。
次に、Amazon Managed Grafana ワークスペースを作成します。

Organizations 管理者でない場合は、組織の管理者に連絡して IAM Identity Center を有効にするよう依頼す
る必要があります。IAM Identity Center を有効にすると、メンバーアカウントでワークスペースを作成で
きます。

メンバーアカウントでワークスペースを作成し、AWSそのワークスペースから組織内の他のアカウントの
リソースにアクセスさせたい場合は、ワークスペースでカスタマー管理権限を使用する必要があります。
詳細については、「顧客管理権限 (p. 731)」を参照してください。

メンバーアカウントでワークスペースを作成するに
は、AWSGrafanaAccountAdministratorAWSSSOMemberAccountAdministrator、AWSSSODirectoryAdministratorお
よびポリシーが適用されているアカウントにサインインする必要があります。詳細については、「IAM ア
イデンティティセンターを使用するメンバーアカウントの Grafana 管理者 (p. 709)」を参照してくださ
い。
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組み込みのデータソース
Amazon Managed Grafana ワークスペースでサポートされています。

トピック
• AlertManager のデータソース (p. 58)
• アマゾン CloudWatch (p. 59)
• OpenSearch アマゾンサービス (p. 76)
• AWS IoT SiteWise (p. 82)
• AWS IoT TwinMaker  (p. 84)
• Amazon Managed Service for Prometheus とオープンソースのPrometheus (p. 87)
• Amazon Timestream (p. 94)
• Amazon Athena (p. 96)
• Amazon Redshift (p. 101)
• AWS X-Ray (p. 106)
• Azure モニタ (p. 109)
• Cloudflare (p. 117)
• GitHub (p. 117)
• グラファイト (p. 119)
• グーグル BigQuery (p. 124)
• Google Cloud Monitoring (p. 126)
• Google Sheets (p. 133)
• InfluxDB (p. 133)
• Jaeger (p. 134)
• JSON (p. 134)
• ロキ (p. 139)
• Microsoft SQL Server (p. 141)
• ムーグソフト AIOps (p. 153)
• MySQL (p. 155)
• OpenSearch (p. 166)
• OpenTSDB (p. 170)
• ピクシー (p. 172)
• PostgreSQL (p. 173)
• Redis (p. 183)
• テンポ (p. 184)
• TestData (p. 185)
• Zabbix (p. 186)
• ジプキン (p. 191)

AlertManager のデータソース
Grafana には、Prometheus アラートマネージャーのサポートが組み込まれています。Grafana アラートを
設定すると、Grafana アラート UI を使用して、サイレンスやコンタクトポイント、通知ポリシーを管理で
きます。これらのページのドロップダウンオプションにより、Grafana と設定済みの任意の Alertmanager 
データソースを切り替えることができます。

アラートマネージャーの実装
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Alertmanager のPrometheus、コーテックス、Grafana ミミールの実装がサポートされています。データ
ソース設定ページで実装を指定できます。Prometheus のコンタクトポイントと通知ポリシーは、HTTP 
API による設定の更新をサポートしていないため、Grafana アラート UI では読み取り専用です。

アラートマネージャーデータソースの設定
Alertmanager データソースを Grafana アラートで使用するように設定できます。

前提条件

Alertmanager を設定するには、以下のものが必要です。

• 指標が取り込まれ、アラートまたは記録ルールが少なくとも 1 つ設定されている Prometheus インスタ
ンス。ワークスペースの URL が必要です。

• Amazon Managed Grafana に定義されているアクセス権限により、Alertmanager の実装からアラート、
アラートグループ、サイレンス、コンタクトポイントへの読み取りアクセス権が付与されます。

アラートマネージャーデータソースを設定するには

1. Grafana コンソールの Grafana メニューで、「設定」の下の「データソース」ページを選択します。
2. [データソースを追加] を選択し、データソースタイプのリストから [Alertmanager] を選択します。
3. 新しいデータソースに次の情報を入力します。

• [名前] には、データソースに選択した名前を入力します。
• 「インプリメンテーション」では、Alertmanager のインプリメンテーション (Prometheus、ミミー

ル、コーテックスのいずれか) を選択します。
• [HTTP] の [URL] に、アラートマネージャー URL を入力します。Prometheus の場

合、alertmanagerこれは追加されたワークスペース URL です。例えば、https://
myprometheus/workspaces/ws-example-1234-5678-abcd-xyz00000001/
alertmanager。

• 「認証」で、Alertmanagerの実装にアクセスするために必要な認証の詳細を設定します。
4. [保存してテスト] を選択し、データソースの設定を完了します。

データソースが正しく設定されていれば、「Health チェック合格」というメッセージが表示されま
す。

アマゾン CloudWatch
Amazon マネージド Grafana では、GrafanaAWS ワークスペースコンソールのデータソース設定オプショ
ンを使用して Amazon CloudWatch をデータソースとして追加できます。この機能により、 CloudWatch 
CloudWatch 既存のアカウントを検出してデータソースとして簡単に追加でき、 CloudWatchアクセスに必
要な認証情報の構成を管理できます。この方法を使用して認証を設定し、 CloudWatch データソースとし
て追加できます。または、自己管理型の Grafana サーバーと同じ方法で、データソースと必要な認証情報
を手動で設定することもできます。

トピック
• AWS CloudWatch データソース設定を使用してデータソースとして追加 (p. 59)
• CloudWatch データソースとして手動で追加 (p. 60)
• CloudWatch データソースを使用する (p. 62)

AWS CloudWatch データソース設定を使用してデータソースとして追加
AWSデータソース設定を使用するには、まず Amazon Managed Grafana コンソールを使用して、 
CloudWatch アカウントまたは組織単位全体のリソースを読み取るために必要な IAM ポリシーをワークス
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ペースに付与するサービスマネージド IAM ロールを有効にします。次に、Amazon マネージド Grafana 
CloudWatch ワークスペースコンソールを使用してデータソースとして追加します。

AWS CloudWatch データソース設定を使用してデータソースとして追加するには

1. https://console.aws.amazon.com/grafana/ で Amazon マネージド Grafana コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインでメニューアイコンを選択し、[すべてのワークスペース] を選択します。
3. ワークスペースの ID を選択します。
4. ワークスペースの作成時にサービス管理権限の使用を選択しなかった場合は、顧客管理権限の使用

からサービス管理権限に変更して、GrafanaAWS ワークスペースコンソールのデータソース設定オ
プションを使用するための適切な IAM ロールとポリシーが有効になっていることを確認してくださ
い。そのためには、IAM ロールごとに編集アイコンを選択し、[サービス管理]、[変更を保存] の順に
選択します。詳細については、「AWSデータソースの Amazon マネージド Grafana の権限とポリ
シー (p. 725)」を参照してください。

5. [データソース] タブを選択します。
6. Amazon CloudWatch のチェックボックスを選択し、[アクション]、[サービス管理ポリシーを有効にす

る] の順に選択します。
7. [データソース] タブをもう一度選択します。
8. Amazon CloudWatch 行の「Grafana で設定」を選択します。
9. 必要に応じて IAM ID センターを使用して Grafana ワークスペースコンソールにサインインします。
10. Grafana ワークスペースコンソールのナビゲーションバーで、AWSアイコンを選択してから [AWS

サービス] を選択しますCloudWatch。
11. CloudWatch データソースのクエリ元となるデフォルトのリージョンを選択します。
12. 目的のアカウントを選択し、[データソースを追加] を選択します。

CloudWatch データソースとして手動で追加

CloudWatch データソースを手動で追加するには

1. Grafana コンソールのサイドメニューで、設定 (歯車) アイコンにカーソルを合わせ、「データソー
ス」を選択します。

2. [Add data source] (データソースを追加する) を選択する。
3. CloudWatchデータソースを選択します。必要に応じて、CloudWatch検索ボックスに入力し始める

と、検索しやすくなります。

CloudWatch 設定

CloudWatch 次の設定が適用されます。

名前 説明

Name データソース名。これがパネルとクエリのデータソースの表示方法です。

Default 新しいパネル用に事前に選択するデータソースを指定します。

Default 
Region

クエリエディタでリージョンを設定します。クエリごとに変更できます。

Namespaces 
of Custom 
Metrics

CloudWatch カスタムメトリクスの名前空間を指定します。カンマで区切られた複数
の名前空間を含めることができます。
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名前 説明

Auth 
Provider

認証情報を取得するプロバイダーを指定します。

Assume Role 
Arn

引き受けるロールの Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。

External ID （オプション）外部 ID を指定します。外部 IDAWS アカウント で作成された別のア
カウントでロールを引き受ける場合に使用します。

Timeout CloudWatch ログクエリ専用にタイムアウトを設定します。

X-Ray trace 
links

@xrayTraceIdログにフィールドが含まれているときに自動的にリンクをログに追
加するには、データソース設定の X-Ray トレースリンクセクションで X-Ray デー
タソースをリンクします。X-Ray データソースが既に設定されている必要がありま
す (p. 106)。

認証

Amazon マネージド Grafana と間の認証を有効にするには CloudWatch、Amazon マネージド Grafana コ
ンソールを使用して必要なポリシーと権限をすばやく作成できます。または、自己管理型の Grafana サー
バーで行うのと同じ方法を使用して、手動で認証を設定することもできます。

Amazon Managed Grafana データソース設定を使用してポリシーをすばやく設定するには、の手順に従っ
てくださいAWS CloudWatch データソース設定を使用してデータソースとして追加 (p. 59)。

アクセス許可を手動で設定するには、次のセクションのいずれかの方法を使用してください。

AWS 認証情報

可能な認証方法は、3 つあります。

• AWSSDK Default — ワークスペースにアタッチされているロールで定義されている権限を使用します。
詳細については、「顧客管理権限 (p. 731)」を参照してください。

• アクセスキーとシークレットキー — に対応しますAWS SDK for GoStaticProvider。指定されたア
クセスキー ID とシークレットキーを使用して認証します。このメソッドにはフォールバックがなく、指
定されたkey pair が機能しない場合は失敗します。

IAM ロール

現在、 CloudWatch すべてのアクセスは、AWS公式SDKを使用してGrafanaバックエンドによってサー
バー側で行われています。AWSSDK のデフォルト認証方法を選択し、Grafana サーバーが稼働している場
合はAWS、IAM ロールを使用して認証を自動的に処理できます。

詳細については、「IAM ロール」を参照してください。

IAM ポリシー

Grafana CloudWatch がメトリクス、EC2 タグ、インスタンス、リージョンを読み取るには、IAM を通じ
て権限を付与する必要があります。これらの権限を IAM ロールにアタッチし、組み込みの Grafana サポー
トを使用してロールを引き継ぐことができます。

次のコード例は、最小限のポリシーを示しています。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
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    { 
      "Sid": "AllowReadingMetricsFromCloudWatch", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric", 
        "cloudwatch:DescribeAlarmHistory", 
        "cloudwatch:DescribeAlarms", 
        "cloudwatch:ListMetrics", 
        "cloudwatch:GetMetricStatistics", 
        "cloudwatch:GetMetricData", 
        "cloudwatch:GetInsightRuleReport" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Sid": "AllowReadingLogsFromCloudWatch", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "logs:DescribeLogGroups", 
        "logs:GetLogGroupFields", 
        "logs:StartQuery", 
        "logs:StopQuery", 
        "logs:GetQueryResults", 
        "logs:GetLogEvents" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Sid": "AllowReadingTagsInstancesRegionsFromEC2", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": ["ec2:DescribeTags", "ec2:DescribeInstances", "ec2:DescribeRegions"], 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Sid": "AllowReadingResourcesForTags", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "tag:GetResources", 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Sid": "AllowReadingAcrossAccounts", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "oam:ListSinks", 
        "oam:ListAttachedLinks" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    } 
  ]
}

ロールを割り当てる

Assume Role ARNこのフィールドでは、どの IAM ロールを引き受けるかを指定できます (存在する場
合)。これを空白のままにすると、提供された認証情報が直接使用され、関連するロールまたはユーザーに
は必要な権限が必要です。このフィールドが空白でない場合、sts:AssumeRole提供された認証情報を使
用して通話が実行されます。

CloudWatch データソースを使用する
このセクションでは、 CloudWatch データソースの使用方法について詳しく説明します。

トピック
• クエリエディタの使用 (p. 63)
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• 厳選されたダッシュボード (p. 71)
• テンプレートクエリ (p. 72)
• EC2_インスタンス_アトリビュートの例を使用する (p. 73)
• JSON 形式のテンプレート変数を使用する (p. 74)
• 料金 (p. 75)
• Service Quotas (p. 75)
• クロスアカウントオブザーバビリティ (p. 75)

クエリエディタの使用

CloudWatch CloudWatch データソースは両方の CloudWatch Logs API からデータをクエリでき、それぞ
れに専用のクエリエディタがあります。エディターの上部にあるクエリモードスイッチを使用して、クエ
リに使用する API を選択します。

トピック
• メトリクスクエリエディタの使用 (p. 63)
• Amazon CloudWatch ログクエリエディタの使用 (p. 71)

メトリクスクエリエディタの使用

メトリッククエリエディタでは、メトリック検索とメトリッククエリの 2 種類のクエリを作成できま
す。メトリッククエリオプションは、 CloudWatch メトリックスインサイトを使用してデータをクエリし
ます。

クエリの共通フィールド

メトリック検索モードとメトリッククエリモードの両方に共通する 3 つのフィールドがあります。

共通フィールド

ID

GetMetricDataAPI では、すべてのクエリに固有の ID が必要です。このフィールドを使用して、
選択する ID を指定します。ID には、数字、アンダースコアを含めることができ、小文字で始める必
要があります。ID が指定されていない場合、Amazon マネージド Grafana は次のパターンを使用し
て ID を生成しますquery[refId of the current query row]。たとえば、queryAはパネルエ
ディターの最初のクエリ行を表します。

[Period] (期間)

期間とは、 CloudWatch 特定の統計に関連付けられた時間長です。期間は秒数で定義されます。
可能な値は、5、10、30、または 60、または 60、または 60、または 60、または 60、または 
60、または 60、期間フィールドを空白のままにするかauto、に設定すると、 CloudWatch 時
間範囲と保存ポリシーに基づいて自動的に計算されます。使用する数式はでtime range in 
seconds / 2000、保存期間に基づいて期間を削除すると、あらかじめ定義された期間の配列 
[60、300、900、3600、21600、86400] から次に大きい値に移ります。Amazon Managed Grafana が
使用している期間を確認するには、クエリエディタで [クエリプレビューを表示] を選択します。

エイリアス

次のエイリアスパターンが適用されます。

エイリアスパターン 説明 結果の例

{{region}} リージョンを返します。 us-east-1

{{period}} 期間を返します。 3000
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エイリアスパターン 説明 結果の例

{{metric}} メトリクスを返します。 CPUUtilization

{{label}} API オペレーションによって返
されたラベルを返します (メト
リック検索のみ)。

i-01343

{{namespace}} 名前空間を返します (メトリッ
ク検索のみ)。

AWS/EC2

{{stat}} 統計を返します (メトリック検
索のみ)。

Average

{{[dimension name]}} ディメンション名を返します 
(メトリック検索のみ)。

i-01343

メトリック検索オプションの使用

Metric Search で有効なクエリを作成するには、名前空間、メトリック名、および少なくとも 1 つの統計
情報を指定する必要があります。Match Exact がオンになっている場合は、クエリ対象の指標のすべての
ディメンションも指定する必要があります。メトリックススキーマは正確に一致する必要があります。詳
細については、「CloudWatch 検索式の構文」を参照してください。

Match Exact がオフの場合は、フィルタリングするディメンションをいくつでも指定できます。フィル
ター条件に一致する最大 100 件の指標が返されます。

ディメンションワイルドカード文字を使用した動的クエリ

1 つ以上のディメンション値にアスタリスク (*) ワイルドカード文字を使用することで、指標の動的リス
トを監視できます。

これは、EC2AWS インスタンスやコンテナなどのリソースのメトリクスを監視するのに役立ちます。たと
えば、auto Scaling イベントの一部として新しいインスタンスが作成されると、新しいインスタンス ID を
追跡しなくても自動的にグラフに表示されます。現在、この機能は最大100のメトリックを取得すること
に制限されています。「クエリープレビューを表示」を選択すると、ワイルドカード文字をサポートする
ように自動的に作成された検索式を確認できます。

デフォルトでは、検索式は、クエリされた指標が定義されたディメンション名と完全に一致する必要があ
るように定義されています。つまり、この例では、名前の付いたディメンションが 1InstanceId つだけ
のメトリックスだけが返されます。

他のディメンションが定義されている指標を含めるには、Match Exact をオフにできます。Match Exact を
オフにすると、ワイルドカード文字を使用しない場合でも検索式が作成されます。Grafana は、少なくと
も名前空間、指標名、および定義されたすべてのディメンションに一致する指標を検索します。

複数値のテンプレート変数

複数値のテンプレート変数に基づいてディメンション値を定義する場合、検索式を使用して一致する指標
をクエリします。これにより、1 つのクエリで複数のテンプレート変数を使用できます。Match Exact オプ
ションがオフになっているクエリには、テンプレート変数を使用することもできます。

現在、検索式は 1024 文字に制限されているため、値のリストが長いとクエリが失敗する可能性がありま
す。特定のディメンション名に対して任意の値を持つすべてのメトリックをクエリする場合は、Allオプ
ションの代わりにワイルドカード文字アスタリスク (*) を使用することをおすすめします。

複数値のテンプレート変数の使用は、ディメンション値でのみサポートされていま
す。、Region、NamespaceMetric Nameまたはに複数値を持つテンプレート変数を使用することはサ
ポートされていません。
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メトリクスの数式計算

数学関数を使用してメトリックを操作することで、 CloudWatch 新しい時系列メトリックを作成できま
す。算術演算子、単項減算、その他の関数がサポートされており、 CloudWatch メトリックに適用できま
す。 CloudWatch メトリクス数学関数の詳細については、「メトリクス数学を使用する」を参照してくだ
さい。

例として、指標に算術演算を適用するには、未加工の指標に ID (一意の文字列) を指定します。その後、こ
の ID を使用して、Expression新しい指標のフィールドでそのIDに算術演算を適用できます。

Expressionフィールドを使用して別のクエリ (など) を参照する場合queryA * 2、そのクエリに基づい
てアラートルールを作成することはできません。

[Period] (期間)

期間とは、特定の Amazon CloudWatch 統計に関連付けられた時間長です。期間は秒数で定義されます。
可能な値は、5、10、30、または 60、または 60、または 60、または 60、または 60、または 60、または 
60、

期間フィールドを空白のままにするか、auto に設定すると、時間範囲に基づいて自動的に計算されます。
使用する数式はでtime range in seconds / 2000、その後、[60, 300, 900, 3600, 21600, 
86400]定義済みの期間の配列の中で次に大きい値に移ります。Amazon Managed Grafana が使用してい
る期間を確認するには、クエリエディタで [クエリプレビューを表示] を選択します。

Grafana CloudWatch パネルからコンソールへのディープリンク

パネルで時系列を選択すると、「 CloudWatch コンソールで表示」へのリンクを含むコンテキストメ
ニューが表示されます。そのリンクを選択すると、 CloudWatch コンソールに移動する新しいタブが開
き、そのクエリのすべてのメトリックが表示されます。 CloudWatch コンソールにログインしていない場
合、リンクから自動的にサインインページにつながります。AWS アカウント提供されたリンクはすべての
ユーザーに有効ですが、Grafana で選択したデータソースに対応するにログインしている場合にのみ、正
しい指標が表示されます。AWS アカウント

この機能は、メトリクスの数式に基づくメトリクスでは使用できません。

CloudWatch メトリッククエリオプションを使用してメトリクスインサイトデータをクエリする
Note

Amazon CloudWatch Metrics Metrics Insights はプレビュー中です。 CloudWatch メトリックスイ
ンサイトの機能は誰でも利用できますAWS アカウント。機能は変更される可能性があります。

CloudWatch metric queryメトリクスインサイトのデータをクエリするには、メトリッククエリエディ
ターでモードを選択します。

CloudWatch Metrics Insights は、メトリクスに対してクエリを実行する強力なSQLクエリエンジンで
す。SQL ベースのクエリエンジンであり、 CloudWatch すべてのメトリクスに関するトレンドとパターン
をリアルタイムで識別するための、トレンドとパターンをリアルタイムで識別するための、トレンドとパ
ターンをリアルタイムで識別するための、さまざまなトレンドとパターンをリアルタイムで識別するため
の、さまざまなトレンドとパターンをリアルタイムで識別するための、さまざまなトレンドとパターンを
リアルタイムで識別するための、SQL の方言を使います。メトリクスインサイトのクエリ構文の詳細につ
いては、「」を参照してくださいクエリ構文とキーワード (p. 65)。

クエリ構文とキーワード

CloudWatch メトリクスインサイトは SQL のダイアレクトを使用します。以下に、クエリ構文の例を示し
ます。

SELECT FUNCTION(metricName) 
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    FROM namespace | [ SCHEMA(namespace[, labelKey [, ...] ]) ] 
         [ WHERE labelKey OPERATOR labelValue [AND|OR|([...])*] [, ...] ] 
    [ GROUP BY labelKey [, ...]] 
    [ ORDER BY FUNCTION() [DESC | ASC] ] 
    [ LIMIT number] 
     

キーワードは大文字と小文字と小文字と小文字は区別されます。識別子には、指標、名前空間、ディメン
ションの名前が含まれます。

次の表は、クエリキーワードとその説明を示しています。

キー
ワード

説明

FUNCTION必須。使用する集計関数を指定し、クエリするメトリクスの名前も指定します。有効な値
は、AVG、COUNT、>MAX、MIN、SUM です。

MetricName必須。例えば、CPUUtilization。

FROM 必須。メトリクスのソースを指定します。クエリするメトリクスを含むメトリクス名前空間、
または SCHEMA テーブル関数のどちらかを指定します。名前空間の例には、AWS/EC2とがあ
りますAWS/Lambda。

SCHEMA （オプション）クエリ結果をフィルタリングして、完全に一致するメトリクス、または一致し
ないメトリクスのみを表示します。

WHERE (オプション) 結果をフィルタリングして、指定した式と一致するメトリクスのみを表示しま
す。例えば、WHERE InstanceType != 'c3.4xlarge'。

GROUP 
BY

(オプション) クエリ結果を複数の時系列にグループ化します。例えば、GROUP BY 
ServiceName。

ORDER 
BY

（オプション）返される時系列の順序を指定します。ASCDESCオプションはとです。

LIMIT (オプション) 返される時系列の数を制限します。

次に例をいくつか示します。

•
SELECT AVG(CPUUtilization) FROM "AWS/EC2" 

CPUUtilizationAWS/EC2ディメンションを無視して名前空間のすべての指標を照合し、単一の集計さ
れた時系列を返します。

•
SELECT AVG(CPUUtilization) FROM SCHEMA("AWS/EC2")

CPUUtilizationAWS/EC2ディメンションが定義されていない名前空間内のメトリクスのみを照合しま
す。

•
SELECT AVG(CPUUtilization) FROM SCHEMA("AWS/EC2", InstanceId)

ディメンションが 1CPUUtilization CloudWatch InstanceId つだけ報告された指標のみに一致しま
す。

•
SELECT SUM(RequestCount) FROM SCHEMA("AWS/ApplicationELB", LoadBalancer, 
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    AvailabilityZone) 

LoadBalancerとの 2 つのディメンションが正確に 2RequestCount CloudWatch AWS/
ApplicationELBAvailabilityZone つのフォームに報告された指標のみに一致します。

ラベル値は、一重引用符で囲む必要があります。

エスケープキャラクター

クエリで指定するラベル値は、常に一重引用符で囲む必要があります。  例えば、SELECT 
MAX(CPUUtilization) FROM "AWS/EC2" WHERE AutoScalingGroupName = 'my-production-
fleet'。

文字、数字、アンダースコア (_) 以外の文字を含むメトリクスの名前空間、メトリクス名、ラベルキー
は、二重引用符で囲む必要があります。例えば、SELECT MAX("My.Metric")。これらのいずれかに
二重引用符が含まれている (例:Bytes"Input") のようにして、その二重引用符をバックスラッシュでエ
スケープする必要がありますSELECT AVG("Bytes\"Input\"")。メトリクス名前空間、メトリクス
名、またはラベルキーに、Metrics Insights での予約キーワードが含まれている場合は、これらも二重引
用符で囲む必要があります。例えば、LIMIT という名前のメトリクスを指定するのであれば、SELECT 
AVG("LIMIT") のようになります。また、予約キーワードを含まない場合に、名前空間、メトリクス名、
またはラベルを二重引用符で囲んだとしても、エラーとはなりません。

ビルダーモードとコードモード

BuilderCodeクエリはモードまたはモードで作成できます。

Builderモードでクエリーを作成するには

1. 前の表の情報を使用して、メトリック名前空間、メトリック名、フィルター、グループ、および順序
オプションを参照して選択します。

2. これらの各オプションについて、可能なオプションのリストから選択します。

Codeモードでクエリーを作成するには

1. コードエディターでクエリを記述します。
2. クエリを実行するには、コードエディタで [クエリを実行] を選択します。

builderこのモードでクエリを作成するには:

• 上の表の情報を使用して、メトリック名前空間、メトリック名、フィルター、グループ、および順序オ
プションを参照して選択します。

• これらの各オプションについて、可能なオプションのリストから選択します。

Grafana は、選択内容に基づいて SQL クエリを自動的に作成します。

codeこのモードでクエリを作成するには:

• コードエディターでクエリを記述します。
• クエリを実行するには、コードエディタで [クエリを実行] を選択します。

コードエディターには、キーワード、集計、名前空間、指標、ラベル、ラベル値を提案するオートコンプ
リート機能が組み込まれています。候補は、スペース、カンマ、またはドル記号を入力すると表示されま
す。キーボードの組み合わせを使用することもできますCTRL+Space。
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コードエディタはクエリをオートコンプリートできます。ただし、コードエディターでテンプレート変数
を使用すると、オートコンプリートが妨げられる場合があります。

CloudWatch Metrics Insights の例

Note

CloudWatch Metrics Insights はオープンプレビュー中です。このプレビューはすべての AWS ア
カウントに対して公開されているため、アクセス許可をリクエストする必要はありません。一般
提供を発表する前に、機能が追加または変更されることがあります。

このセクションには、直接コピーして使用することも、クエリエディターで編集して使用することもでき
る、 CloudWatch 便利なMetrics Insights クエリの例を紹介します。これらの例の内のいくつかは、コン
ソールで既に利用可能な状態であり、[Metrics] (メトリクス) ビューで [Add query] (クエリを追加) をクリッ
クしてアクセスすることができます。

EC2 の例

インスタンスごとの CPU 使用率メトリクスの表示

SELECT AVG(CPUUtilization)
FROM "AWS/EC2"
GROUP BY InstanceId 
     

フリート全体での平均 CPU 使用量を表示します

SELECT AVG(CPUUtilization)
FROM SCHEMA("AWS/EC2", InstanceId) 
     

CPU の平均使用率が最も高い 10 個のインスタンスを表示する

SELECT MAX(CPUUtilization)
FROM "AWS/EC2"
GROUP BY InstanceId
LIMIT 10 
     

CPU 使用率が最も高い 10 個のインスタンスを、最大値から降順に表示します。

SELECT AVG(CPUUtilization)
FROM "AWS/EC2"
GROUP BY InstanceId
ORDER BY MAX() DESC
LIMIT 10 

このケースでは、 CloudWatch エージェントはアプリケーションごとに CPUUtilization メトリクスを収集
しています。このクエリは、特定のアプリケーション名について、このメトリクスの平均によるフィルタ
リングを行います。
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SELECT AVG(CPUUtilization)
FROM "AWS/CWAgent"
WHERE ApplicationName = 'eCommerce'
SELECT AVG(ConcurrentExecutions)
FROM "AWS/Lambda"

上位 10 個の Lambda 関数の平均実行時間を、最大値から降順に表示します。

SELECT AVG(Duration)
FROM "AWS/Lambda"
GROUP BY FunctionName
ORDER BY MAX() DESC
LIMIT 10

Lambda 実行時間の最大値、平均値、最小値を表示する

SELECT MAX(Duration)
FROM "AWS/Lambda"

Application Load Balancer での例

LoadBalancer次のディメンションを含むメトリクスを表示する AvailabilityZone

SELECT SUM(RequestCount)
FROM SCHEMA("AWS/ApplicationELB", LoadBalancer, AvailabilityZone)

アクティブな同時 TCP 接続の数を含むメトリックを表示

SELECT AVG(ActiveConnectionCount)
FROM "AWS/ApplicationELB"

Amazon EBS の例

ボリュームあたりの平均書き込みバイトの上位 10 バイトを降順で表示

SELECT AVG(VolumeWriteBytes)
FROM "AWS/EBS"
GROUP BY VolumeId
ORDER BY MAX() DESC
LIMIT 10

Amazon EBS ボリュームでの平均書き込み時間を表示します

SELECT AVG(VolumeTotalWriteTime)
FROM "AWS/EBS"

Amazon EBS ボリュームの平均アイドル時間を表示

SELECT AVG(VolumeIdleTime)
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FROM "AWS/EBS"
View average burst balance per volume
SELECT AVG(BurstBalance)
FROM "AWS/EBS"
GROUP BY VolumeId
View average read bytes across Amazon EBS volumes
SELECT AVG(VolumeReadBytes)
FROM "AWS/EBS"

Amazon EBS ボリューム全体の平均書き込みバイト数を表示

SELECT AVG(VolumeWriteBytes)
FROM "AWS/EBS"

Amazon Simple Storage Service での例

バケット名別の平均レイテンシグループを表示

SELECT AVG(TotalRequestLatency)
FROM "AWS/S3"
GROUP BY BucketName

すべての Amazon S3 バケットで、バケットあたりの平均オブジェクト数を表示します。

SELECT AVG(NumberOfObjects)
FROM "AWS/S3"
GROUP BY BucketName 
     

Amazon Simple Notification Service での例

Amazon-simple-notificaation-service-例

SELECT AVG(NumberOfMessagesPublished)
FROM "AWS/SNS"

各トピック名で失敗したメッセージの平均数を表示

SELECT AVG(NumberOfNotificationsFailed)
FROM "AWS/SNS"
GROUP BY TopicName

AWS API の使用状況に関する例

アカウント内の呼び出し数で上位 20 のAWS API を表示します。

SELECT COUNT(CallCount)
FROM "AWS/Usage"
WHERE "Type" = 'API'
GROUP BY "Service", "Resource"
ORDER BY SUM() DESC
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LIMIT 20

CloudWatch Metrics Insights の制限

CloudWatch メトリクスインサイトには現在、次の制限があります。

• 直近 3 時間分のデータにのみクエリを実行できます。
• 1 つのクエリで処理できるメトリクスは 10,000 個以下です。これはSELECT、、、FROM、WHEREおよび

句で 10,000 個を超えるメトリクスが一致した場合でも、クエリによって処理されるのは、これらの検
出したメトリクスのうち最初の 10,000 個のみとなります。

• 1 つのクエリで 500 を超える時系列を返すことはできません。これは、クエリが 500 個を超えるメト
リクスを処理している場合でも、クエリ結果にすべてのメトリクスが返されるわけではないことを意味
します。ORDER BY句を使用すると、処理されているすべてのメトリクスがソートされます。その中か
ら、または小さい方から 500 個が選択され返されます。ORDER BYORDER BY句を含めない場合は、一
致したメトリクスの中から、どの 500 個が選択され返されるのかを制御することはできません。

• GetMetricData各オペレーションに含めることができるクエリは 1 つだけですが、ダッシュボードに
は、それぞれにクエリが含まれている、複数のウィジェットを使用できます。

Amazon CloudWatch ログクエリエディタの使用

CloudWatch ログをクエリするには、クエリを実行するリージョンと最大 20 個を選択します。メイン入力
エリアを使用してクエリを記述します。詳細については、「CloudWatch Logs Insights クエリ構文」を参
照してください。

CloudWatch Logs Insightsstats のコマンドを使用して、時系列データを返すクエリを作成することもで
きます。statsExploreでクエリを作成するときは、Metrics Exploreモードになっていることを確認する必
要があります。

クエリ入力フィールドの右側には、 CloudWatch CloudWatch クエリを含むログインサイトコンソールを
開くログインサイトのリンクがあります。必要であれば、そこから探索を続けることができます。

テンプレート変数の使用

他のいくつかのデータソースと同様に、 CloudWatch データソースはクエリでのテンプレート変数の使用
をサポートしています。詳細については、「テンプレートと変数 (p. 549)」を参照してください。

Grafana CloudWatch パネルからログコンソールへのディープリンク

CloudWatch Logs Insights コンソールでクエリを表示する場合は、クエリエディターの横にある 
[CloudWatch Logs Insights] ボタンを選択します。 CloudWatch コンソールにログインしていない場合、リ
ンクから自動的にサインインページにつながります。AWS アカウント提供されたリンクはすべてのユー
ザーに有効ですが、Grafana で選択したデータソースに対応するにログインしている場合にのみ、正しい
指標が表示されます。AWS アカウント

アラート

CloudWatch ログクエリでは、statsたとえばコマンドを使用して数値データを返すことができるため、
アラートがサポートされます。詳細については、「Grafana アラート (p. 566)」を参照してください。

厳選されたダッシュボード

CloudWatch 更新されたデータソースには、最も一般的な 5AWS つのサービスのダッシュボードがあらか
じめ設定されています。

• Amazon EC2
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• Amazon Elastic Block Store
• AWS Lambda
• CloudWatch アマゾンログ
• Amazon Relational Database Service

事前設定されたダッシュボードをインポートするには、 CloudWatch データソースの設定ページに移動
し、[ダッシュボード] タブを選択します。使用したいダッシュボードの [インポート] を選択します。ダッ
シュボードをカスタマイズするには、ダッシュボードを別の名前で保存することをお勧めします。そうし
ないと、新しいバージョンのダッシュボードがリリースされたときにダッシュボードが上書きされてしま
います。

テンプレートクエリ

サーバー、アプリケーション、センサー名などの詳細をメトリッククエリにハードコーディングする代わ
りに、変数を代わりに使用できます。変数はダッシュボード上部のドロップダウン選択ボックスとして表
示されます。これらのドロップダウンボックスを使用して、ダッシュボードに表示されるデータを変更で
きます。

テンプレート (p. 550)テンプレート機能とさまざまなタイプのテンプレート変数の概要については、を参
照してください。

クエリ変数

CloudWatch データソースには、変数編集ビューの「クエリ」フィールドで指定できる次のクエリが
用意されています。これらを使用して、変数のオプションリストにregion、、namespacesmetric 
names、などを入力できますdimension keys/values。

代わりにregion、defaultクエリのデータソースに設定されているデフォルトのリージョンを使用する
ように指定できます。

名前 説明

regions() AWSすべてのリージョンのリストを返します。

namespaces() CloudWatch サポートしている名前空間のリストを返します。

metrics(namespace, 
[region])

名前空間内のメトリクスのリストを返します。(地域を指定する
か、"default"カスタム指標に使用してください)。

dimension_keys(namespace)名前空間内のディメンションキーのリストを返します。

dimension_values(region, 
namespace, metric, 
dimension_key, 
[filters])

指定した、region、、namespaceまたはに一致するディメンション値
のリストを返しますdimension_key。または、filtersディメンショ
ンを使用してより具体的な結果を取得することもできます。metric

ebs_volume_ids(region, 
instance_id)

region指定した、と一致するボリューム ID のリストを返しま
すinstance_id。

ec2_instance_attribute(region, 
attribute_name, 
filters)

region指定した、、に一致する属性のリストを返しま
すfilters。attribute_name

resource_arns(region, 
resource_type, tags)

指定した、region、resource_typeおよびに一致する ARN のリスト
を返しますtags。

statistics() すべての標準統計のリストを返します。
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CloudWatch 提供するメトリックの詳細については、「AWS CloudWatch メトリクスを公開するサービ
ス」を参照してください。

テンプレートクエリの例

次の表は、AWS個々のサービスのリソースのリストを返すディメンションクエリの例を示しています。

Query サービス

dimension_values(us-east-1,AWS/ELB,RequestCount,LoadBalancerName) Elastic 
Load 
Balancing

dimension_values(us-east-1,AWS/
ElastiCache,CPUUtilization,CacheClusterId)

アマゾン 
ElastiCache

dimension_values(us-east-1,AWS/
Redshift,CPUUtilization,ClusterIdentifier)

Amazon 
Redshift

dimension_values(us-east-1,AWS/
RDS,CPUUtilization,DBInstanceIdentifier)

Amazon 
RDS

dimension_values(us-east-1,AWS/S3,BucketSizeBytes,BucketName) Amazon 
Simple 
Storage 
Service 
(Amazon 
S3)

dimension_values(us-east-1,CWAgent,disk_used_percent,device,
{"InstanceId":"$instance_id"})

CloudWatch 
エージェ
ント

resource_arns(eu-west-1,elasticloadbalancing:loadbalancer,
{"elasticbeanstalk:environment-name":["myApp-dev","myApp-prod"]})

Elastic 
Load 
Balancing

resource_arns(eu-west-1,ec2:instance,{"elasticbeanstalk:environment-
name":["myApp-dev","myApp-prod"]})

Amazon 
EC2

EC2_インスタンス_アトリビュートの例を使用する

JSON フィルター

ec2_instance_attributeクエリはfilters JSON 形式になります。の定義済みのフィルターを指定
できますec2:DescribeInstances。実際のフィルタリングは Grafana ではなく GrafanaAWS で行われ
ることに注意してください。

次のコード例は、フィルター構文を示しています。

{ filter_name1: [ filter_value1 ], filter_name2: [ filter_value2 ] }

以下に、ec2_instance_attribute()クエリの例を示します。
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ec2_instance_attribute(us - east - 1, InstanceId, { 'tag:Environment': ['production'] });

属性を選択する

インスタンスごとに返される属性は 1 つだけです。任意のフラット属性を選択できます (つまり、属性が 1 
つの値で、オブジェクトでも配列でもない場合)。以下のフラット属性を使用できます。

• AmiLaunchIndex
• Architecture
• ClientToken
• EbsOptimized
• EnaSupport
• Hypervisor
• IamInstanceProfile
• ImageId
• InstanceId
• InstanceLifecycle
• InstanceType
• KernelId
• KeyName
• LaunchTime
• Platform
• PrivateDnsName
• PrivateIpAddress
• PublicDnsName
• PublicIpAddress
• RamdiskId
• RootDeviceName
• RootDeviceType
• SourceDestCheck
• SpotInstanceRequestId
• SriovNetSupport
• SubnetId
• VirtualizationType
• VpcId

タグは、タグ名の前にを付けることで選択できますTags。

以下に、ec2_instance_attribute()クエリの例を示します。

ec2_instance_attribute(us - east - 1, Tags.Name, { 'tag:Team': ['sysops'] });

JSON 形式のテンプレート変数を使用する

一部のクエリは JSON 形式のフィルターを受け入れ、Grafana はテンプレート変数の JSON への変換をサ
ポートしています。
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もしenv = 'production', 'staging'、次のクエリは、Environmentproductionタグがまたはの 
EC2 インスタンスの ARN を返しますstaging。

resource_arns(us-east-1, ec2:instance, {"Environment":${env:json}})

料金

Grafana の Amazon CloudWatch データソースは、ListMetricsおよびGetMetricData CloudWatch 
API 呼び出しを使用してメトリックスを一覧表示および取得します。 CloudWatch ログの料金は、 
CloudWatch Logs Insights クエリによって取り込み、アーカイブ、分析されたデータの量に基づいていま
す。詳細については、Amazon CloudWatch 料金を参照してください。

クエリエディターでディメンションを選択するたびに、GrafanaListMetrics がリクエストを発行しま
す。クエリエディターでクエリを変更するたびに、への新しいリクエストが 1 GetMetricData つ発行され
ます。

データサンプルを取得する API リクエストは、GetMetricDataオペレーションを使用します。この
操作により、 CloudWatch メートル法計算のサポートが強化されます。また、ワイルドカード文字を
使用する場合や、「完全一致」オプションをオフにした場合の検索式の自動生成もサポートしていま
す。GetMetricDataこのオペレーションには料金が発生します。詳細については、Amazon CloudWatch 
料金を参照してください。

Service Quotas

AWSAWSアカウント内のリソース、オペレーション、アイテムのクォータまたは制限を定義します。
ダッシュボードのクエリの数とダッシュボードにアクセスするユーザーの数によっては、 CloudWatch 
CloudWatch さまざまなリソースやログリソースの使用制限に達する可能性があります。AWSクォータは
アカウントごととリージョンごとに定義されることに注意してください。複数のリージョンを使用してい
る場合や、 CloudWatch 複数のアカウントに対してクエリを実行するために複数のデータソースを設定し
ている場合は、アカウントごと、上限に達したリージョンごとにクォータの増額をリクエストする必要が
あります。

詳細については、「 CloudWatch のサービスクォータ」を参照してください。

クロスアカウントオブザーバビリティ

Warning

この機能を使用するには、Grafana ワークスペースがバージョン 9 以降である必要があります。

CloudWatch このプラグインを使用すると、複数の地域アカウントにわたるアプリケーションを監視およ
びトラブルシューティングできます。クロスアカウントオブザーバビリティを使用すると、アカウントの
境界を気にすることなく、メトリクスとログをシームレスに検索、視覚化、分析できます。

クロスアカウントオブザーバビリティを有効にするには CloudWatch、まずそれを有効にしてから、プラ
グインを実行しているロール/ユーザーに適切なIAMアクションを追加します。

• この機能を有効にする方法については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「CloudWatch クロスア
カウントオブザーバビリティ」を参照してください。

• 以下のアクションは、プラグインを実行しているロール/ユーザーに追加する適切な IAM アクションで
す。

{ 
  "Sid":  "AllowReadingAcrossAccounts", 
    "Effect":  "Allow", 
    "Action": [ 
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      "oam:ListSinks", 
      "oam:ListAttachedLinks" 
    ], 
    "Resource":  "*"
}

Note

また、 CloudWatch アクセスしようとしているアカウントのデータを読み取るための IAM 権限も
必要です。

OpenSearch アマゾンサービス
Amazon マネージド Grafana では、GrafanaAWS ワークスペースコンソールのデータソース設定オプショ
ンを使用して Amazon OpenSearch サービスをデータソースとして追加できます。このデータソースは、
クラスターとレガシー Elasticsearch OpenSearch OpenSearch クラスターを実行するサービスドメインを
サポートします。

AWSデータソース設定オプションを使用すると、 OpenSearch OpenSearch 既存のサービスアカウントを
検出することでServiceをデータソースとして簡単に追加でき、 OpenSearchアクセスに必要な認証資格情
報の構成を管理できます。この方法を使用して認証を設定し、 OpenSearch Service をデータソースとし
て追加することも、自己管理型の Grafana サーバーと同じ方法でデータソースと必要な認証資格情報を手
動で設定することもできます。

OpenSearch サービスデータソースはパイプ処理言語 (PPL) をサポートしています。PPL の詳細について
は、「パイプ処理言語を使用した Amazon OpenSearch Service データのクエリ」を参照してください。

OpenSearch サービスデータソースを使用して、格納されているログやメトリックを視覚化するために、 
OpenSearch さまざまなタイプの単純または複雑なクエリを実行できます OpenSearch。に保存されてい
るログイベントでグラフに注釈を付けることもできます OpenSearch。

トピック
• AWSデータソース設定を使用して OpenSearch Service をデータソースとして追加します (p. 76)
• Amazon OpenSearch サービスをデータソースとして手動で追加 (p. 77)
• OpenSearch サービス設定 (p. 77)
• Amazon OpenSearch サービスのデータソースを使用する (p. 79)
• Amazon OpenSearch サービスサーバーレス (p. 82)

AWSデータソース設定を使用して OpenSearch Service をデータソースとして追
加します

AWSデータソース設定を使用するには、まず Amazon Managed Grafana コンソールを使用して、アカウ
ントまたは組織部門全体のサービスリソースを読み取るために必要な IAM OpenSearch ポリシーをワーク
スペースに付与するサービスマネージド IAM ロールを有効にします。次に、Amazon マネージド Grafana 
ワークスペースコンソールを使用して、 OpenSearch サービスをデータソースとして追加します。

AWSデータソース設定を使用して OpenSearch Service をデータソースとして追加するには

1. https://console.aws.amazon.com/grafana/ で Amazon マネージド Grafana コンソールを開きます。
2. ページの左上隅にあるメニューアイコンを選択し、「すべてのワークスペース」を選択します。
3. ワークスペースの ID を選択します。
4. ワークスペースの作成時にサービス管理権限の使用を選択しなかった場合は、顧客管理権限の使用

からサービス管理権限に変更して、GrafanaAWS ワークスペースコンソールのデータソース設定オ
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プションを使用するための適切な IAM ロールとポリシーが有効になっていることを確認してくださ
い。そのためには、IAM ロールごとに編集アイコンを選択し、[サービス管理]、[変更を保存] の順に
選択します。詳細については、「AWSデータソースの Amazon マネージド Grafana の権限とポリ
シー (p. 725)」を参照してください。

5. [データソース] タブを選択します。次に、Amazon OpenSearch Service のチェックボックスを選択
し、[アクション]、[サービス管理ポリシーを有効にする] の順に選択します。

6. もう一度「データソース」タブを選択し、「Amazon OpenSearch サービス」行の「Grafana で設
定」を選択します。

7. 必要に応じて IAM ID センターを使用して Grafana ワークスペースコンソールにサインインします。
8. GrafanaAWS ワークスペースコンソールの左側のナビゲーションバーでアイコンを選択し、[サービ

ス]、[Amazon AWS OpenSearch サービス] を選択します。
9. Amazon Managed Grafana OpenSearch にサービスリソースを検索させるために検索させたいリー

ジョンを選択し、 OpenSearch 追加するアカウントとサービスドメインを選択し、インデックス設定
を設定して、[データソースを追加] を選択します。

Amazon OpenSearch サービスをデータソースとして手動で追加

Amazon OpenSearch サービスデータソースを手動で追加するには

1. Grafana AWSコンソールのサイドメニューでアイコンを選択し、「データソース」を選択します。
2. Amazon OpenSearch サービスのデータソースを選択します。必要に応じて、OpenSearch検索ボッ

クスに入力し始めると、検索しやすくなります。
3. データを検索する地域を選択します。
4. [Add data source] (データソースを追加する) を選択する。

Note

サイドメニューに [データソース] リンクが表示されない場合は、Admin現在のユーザーにその
ロールがないことを意味します。

OpenSearch サービス設定

名
前

説明

Name データソース名。これがパネルとクエリのデータソースの表示方法です。

Defaultデフォルトのデータソースでは、新しいパネル用に事前に選択されます。

Url OpenSearch Service ドメインのエンドポイント。エンドポイントの形式は、https://search-my-
domain.us-east-1.es.amazonaws.com です。

Accessサーバー (デフォルト) = URL は Grafana バックエンド/サーバーからアクセスできる必要があり
ます。ブラウザ = URL はブラウザからアクセスできる必要があります。

アクセスモードは、データソースへのリクエストの処理方法を制御します。他に何も記載がない場合は、
サーバーを使用することをお勧めします。

サーバーアクセスモード (デフォルト)

リクエストはすべてブラウザから Grafana のバックエンドまたはサーバーに送信され、そのサーバーがリ
クエストをデータソースに転送するので、クロスオリジンリソースシェアリング (CORS) の要件を回避で
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きます。このアクセスモードを選択する場合、URL は Grafana バックエンドまたはサーバーからアクセス
できる必要があります。

ブラウザ (ダイレクト) アクセス

Amazon マネージド Grafana はブラウザダイレクトアクセスをサポートしていません。

索引設定

ここでは、time fieldのデフォルトを指定し、 OpenSearch インデックスの名前を指定できます。イン
デックス名には時間パターンまたはワイルドカード文字を使用できます。

OpenSearch/エラスティックサーチバージョン

バージョンドロップダウンメニューで、お使いの Elasticsearch OpenSearch のバージョンまたはレガシー
バージョンを指定します。バージョンごとにクエリの構成方法が異なるため、バージョンは重要です。現
在、Grafana は OpenSearch 1.0.x をサポートしています。サポートされている Elasticsearch のバージョ
ンは2.0+、5.0+、5.6+、6.0+、7.0+およびです。この値は、バージョン 5.6 以上が 6.05.6+ 未満であ
ることを意味します。この値は、バージョン 6.0 以上が 7.06.0+ 未満であることを意味します。最後に、
「バージョン 7.0 以上、ただし 8.0 より前のバージョン」7.0+ を意味します。

最小時間間隔

時間間隔によるauto グループの下限です。データが 11m 分ごとに書き込まれる場合など、書き込み頻度に
設定することをおすすめします。このオプションは、ダッシュボードパネルの [データソースオプション] 
でオーバーライド/設定することもできます。この値は、1m (1 分) や30s (30 秒) のように、数字の後に有
効な時間識別子が続く形式にする必要があります。次の時間識別子がサポートされています。

識別子 説明

y 年

M 月

w 週

d 日

h 時間

m 分

s 秒

ms ミリ秒

ログ

Message field nameLevel field nameとの 2 つのパラメーターをオプションでデータソース設定
ページで構成できます。これらのパラメーターは、探索 (p. 537)ログインを視覚化するときのログメッ
セージとログレベルに使用するフィールドを決定します。

たとえば、 OpenSearch ログをServiceに送信するためにFilebeatのデフォルト設定を使用する場合、次の
構成でうまくいくはずです。

• メッセージフィールド名:メッセージ
• レベルフィールド名:fields.level
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データリンク

データリンクは、Exploreのログビューでアクセスできる指定されたフィールドからリンクを作成します。

各データリンク構成には次が含まれます。

• フィールド — データリンクが使用するフィールドの名前。
• URL/クエリ — リンクが外部の場合は、リンクの完全な URL を入力します。リンクが内部リ

ンクの場合、この入力はターゲットデータソースのクエリとして機能します。どちらの場合
も、${__value.raw }フィールドの値をマクロで補間できます。

• 内部リンク — リンクが内部または外部の場合はこれを選択します。リンクが内部にある場合は、データ
ソースセレクターを使用してターゲットデータソースを選択できます。サポートされるのはトレーシン
グデータソースのみです。

Amazon OpenSearch サービスのデータソースを使用する

メトリクスのクエリエディタ

OpenSearch クエリエディターでは、複数の指標を選択し、複数の用語またはフィルターでグループ化で
きます。右側のプラスアイコンとマイナスアイコンを使用して、指標を追加/削除したり、条項ごとにグ
ループ化したりできます。一部の指標とグループ化条項にはオプションがあります。オプションテキスト
を選択して\ 行を展開すると、指標またはオプション別のグループを表示および編集できます。

パイプ処理言語 (PPL) の使用

Amazon OpenSearch Service のデータソースは、パイプ処理言語 (PPL) をサポートしています。これによ
り、 OpenSearchのクエリや視覚化をよりシンプルかつ強力に行うことができます。PPL を使用すると、
お客様は長い DSL ( OpenSearch ドメイン固有言語) ステートメントを作成したり、JSON オブジェクトを
使用してクエリを記述したりすることなく、データを探索および検索できます。PPL では、UNIX パイプ
と同様に、パイプで区切られた一連のコマンドとしてクエリを記述できます。

次のサンプル DSL クエリを例にとってみましょう。

GET opensearch_sample_data_logs/_search{"from":0,"size":0,"timeout":"1m","query":
{"bool":{"should":[{"term":{"response.keyword":{"value":"404","boost":1}}},{"term":
{"response.keyword":
{"value":"503","boost":1}}}],"adjust_pure_negative":true,"boost":1}},"sort":
[{"_doc":{"order":"asc"}}],"aggregations":{"composite_buckets":
{"composite":{"size":1000,"sources":[{"host":{"terms":
{"field":"host.keyword","missing_bucket":true,"order":"asc"}}},{"response":{"terms":
{"field":"response.keyword","missing_bucket":true,"order":"asc"}}}]},"aggregations":
{"request_count":{"value_count":{"field":"request.keyword"}},"sales_bucket_sort":
{"bucket_sort":{"sort":[{"request_count":{"order":"desc"}}],"size":10}}}}}}>

前述の DSL クエリは、簡潔で人間が読める次の PPL コマンドに置き換えることができます。

source = opensearch_sample_data_logs | where response='404' or response='503' | stats 
 count(request) as request_count by host, response | sort –request_count

PPL の詳細については、「パイプ処理言語を使用した Amazon OpenSearch Service データのクエリ」を
参照してください。

シリーズの命名パターンとエイリアスパターン

Alias入力フィールドを使用して時系列の名前を制御できます。
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パターン: 説明

{{term fieldname}} Group By という用語の値に置き換えられました。

{{metric}} メトリック名に置き換えました (例: 平均、最小、
最大)。

{{field}} メトリックフィールド名に置き換えられました。

パイプラインメトリクス

一部の指標集約はパイプライン集計と呼ばれます。たとえば、移動平均や微分などです。 OpenSearch パ
イプラインメトリクスの基準となる別のメトリックが必要です。指標の横にある目のアイコンを使用し
て、指標がグラフに表示されないようにします。これは、クエリにしか含まれていないメトリクスをパイ
プラインメトリクスで使用する場合に役立ちます。

テンプレート作成

メトリッククエリにサーバー、アプリケーション、センサー名などをハードコーディングする代わりに、
変数を代わりに使用できます。変数はダッシュボード上部のドロップダウン選択ボックスとして表示さ
れます。これらのドロップダウンボックスを使用して、ダッシュボードに表示されるデータを変更できま
す。

テンプレートとテンプレート変数の詳細については、「」を参照してくださいテンプレートと変
数 (p. 549)。

クエリ変数

OpenSearch サービスデータソースは、クエリ変数のクエリフィールドで使用できる 2 種類のクエリをサ
ポートしています。クエリはカスタム JSON 文字列を使用して記述されます。

Query 説明

{"find": "fields", 
"type": "keyword"}

インデックスタイプのフィールド名のリストを返しますkeyword。

{"find": "terms", 
"field": "@hostname", 
"size": 1000}

用語集約を使用してフィールドの値のリストを返します。クエリは、現
在のダッシュボードの時間範囲をクエリの時間範囲として使用します。

{"find": "terms", 
"field": "@hostname", 
"query": '<lucene 
query>'}

用語集約と指定された Lucene クエリフィルターを使用して、フィール
ドの値のリストを返します。クエリは、現在のダッシュボードの時間範
囲をクエリの時間範囲として使用します。

用語クエリのデフォルトのサイズ制限は 500 です。カスタム制限を設定するには、クエリのサイズプロパ
ティを設定します。クエリ内では他の変数を使用できます。次のコード例は、という名前の変数のクエリ
定義を示しています$host。

{"find": "terms", "field": "@hostname", "query": "@source:$source"}

前の例では、$sourceクエリ定義内で指定された別の変数を使用しています。ドロップダウンリストを使
用して変数の現在の値を変更するたびに、$source変数の更新が開始されます。$host更新後、$host変
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数には、@sourceこの場合はドキュメントプロパティでフィルタリングされたホスト名のみが含まれま
す。

これらのクエリはデフォルトで用語順に結果を返します (他の変数と同様にアルファベット順または数値
順にソートできます)。ドキュメント数でソートされた用語のリスト (上位N個の値のリスト) を作成するに
は、orderByのプロパティを追加しますdoc_count。これにより、降順のソートが自動的に選択されま
す。doc_count (下位 N 個のリスト)asc と一緒に使用することもできますがorder: "asc"、ドキュメン
トカウントのエラーが増えるのでお勧めしません。用語をドキュメント数の順序どおりに保つには、変数
の「ソート」ドロップダウンリストを「無効」に設定します。あるいは、アルファベット順に並べ替えて
並べ替えることもできます。

{"find": "terms", "field": "@hostname", "orderBy": "doc_count"}

クエリでの変数の使用

次の 2 つの構文があります。

• $<varname>例:@hostname: $ホスト名
• [[varname]]例:@hostname: [[ホスト名]]

なぜ二通りの方法なの？ 最初の構文は読み書きが簡単ですが、単語の途中で変数を使用することはできま
せん。[複数値] または [すべての値を含む] オプションを有効にすると、Grafana はラベルをプレーンテキ
ストから Lucene 互換の条件に変換します。

前の例では、@hostnameという名前の変数を使用してプロパティに基づいてドキュメントをフィルタリン
グする lucene$hostname クエリがあります。また、フィールドごとの用語グループ入力ボックス内の変
数も使用しています。これにより、変数を使用してデータのグループ化方法をすばやく変更できます。

注釈

注釈を使用すると、豊富なイベント情報をグラフの上に重ねることができます。注釈クエリは、ダッシュ
ボードメニューまたは注釈ビューを使用して追加します。Grafana は、 OpenSearch アノテーションイベ
ントの任意のインデックスにクエリを実行できます。詳細については、「注釈 (p. 520)」を参照してくだ
さい。

名
前

説明

Query検索クエリは空白のままにすることも、Lucene クエリを指定することもできます。

Time時間フィールドの名前。日付フィールドでなければなりません。

Time 
End

時間終了フィールドのオプション名は日付フィールドでなければなりません。設定すると、注釈は
時刻と終了時刻の間の領域としてマークされます。

Textイベントの説明フィールド。

Tagsイベントタグに使用するオプションのフィールド名 (配列または CSV 文字列)。

ログのクエリ

OpenSearch からのログデータのクエリと表示は、Exploreで使用できます。ログを表示するには、 
OpenSearch サービスデータソースを選択し、オプションで Lucene クエリを入力します。詳細について
は、「探索 (p. 537)」を参照してください。
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ログクエリ

結果が返されると、ログパネルにログ行のリストと、X 軸が時間、Y 軸が頻度またはカウントを示す棒グ
ラフが表示されます。

ログメッセージのフィルタリング

オプションで、Lucene クエリをクエリフィールドに入力してログメッセージをフィルタリングします。た
とえば、デフォルトのFilebeat設定では、fields.level:errorエラーログメッセージのみを表示できる
はずです。

Amazon OpenSearch サービスサーバーレス
Note

OpenSearch サービスサーバーレスサポートは、Grafana バージョン 9.4 以降を実行している 
Grafana ワークスペースでのみ利用できます。

OpenSearch サービスデータソースを使用して、Amazon マネージド Grafana で Amazon 
OpenSearch Service サーバーレスデータにアクセスできます。データへのアクセスは、デー
タアクセスポリシーによりデータアクセスが制御されます。次の例は、ユーザーが特定のコ
レクションとインデックスをクエリすることを許可するポリシーを示しています。、、は必
ずcollection_nameindex_nameprincipal_arn、ユースケースに合った正しい値に置き換えてくだ
さい。

[ 
  { 
    "Rules": [ 
      { 
        "Resource": ["collection/{collection_name}"], 
        "Permission": ["aoss:DescribeCollectionItems"], 
        "ResourceType": "collection" 
      }, 
      { 
        "Resource": ["index/{collection_name}/{index_name}"], 
        "Permission": ["aoss:DescribeIndex", "aoss:ReadDocument"], 
        "ResourceType": "index" 
      } 
    ], 
    "Principal": ["principal_arn"], 
    "Description": "read-access" 
  }
]

AWS IoT SiteWise
Amazon Managed Grafana では、GrafanaAWS IoT SiteWiseAWS ワークスペースコンソールのデー
タソース設定オプションを使用してデータソースとして追加できます。この機能により、AWS IoT 
SiteWiseAWS IoT SiteWise既存のアカウントを検出してデータソースとして簡単に追加でき、AWS IoT 
SiteWiseアクセスに必要な認証情報の構成を管理できます。AWS IoT SiteWiseこの方法を使用して認証を
設定してデータソースとして追加することも、自己管理型の Grafana サーバーと同じ方法でデータソース
と必要な認証情報を手動で設定することもできます。

トピック
• AWSAWS IoT SiteWiseデータソース設定を使用してデータソースとして追加 (p. 83)
• AWS IoT SiteWiseデータソースの手動追加 (p. 83)
• AWS IoT SiteWise の設定 (p. 83)
• AWS IoT SiteWiseデータソースを使用する (p. 84)
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AWSAWS IoT SiteWiseデータソース設定を使用してデータソースとして追加

AWSデータソース設定を使用するには、まず Amazon Managed Grafana コンソールを使用して、AWS 
IoT SiteWiseアカウントまたは組織部門全体のリソースを読み取るために必要な IAM ポリシーをワー
クスペースに付与するサービスマネージド IAM ロールを有効にします。次に、Amazon マネージド 
GrafanaAWS IoT SiteWise ワークスペースコンソールを使用してデータソースとして追加します。

AWSAWS IoT SiteWiseデータソース設定を使用してデータソースとして追加するには

1. https://console.aws.amazon.com/grafana/ で Amazon マネージド Grafana コンソールを開きます。
2. ページの左上隅にあるメニューアイコンを選択し、「すべてのワークスペース」を選択します。
3. ワークスペースの ID を選択します。
4. ワークスペースの作成時にサービス管理権限の使用を選択しなかった場合は、顧客管理権限の使用

からサービス管理権限に変更して、GrafanaAWS ワークスペースコンソールのデータソース設定オ
プションを使用するための適切な IAM ロールとポリシーが有効になっていることを確認してくださ
い。そのためには、IAM ロールごとに編集アイコンを選択し、[サービス管理]、[変更を保存] の順に
選択します。詳細については、「AWSデータソースの Amazon マネージド Grafana の権限とポリ
シー (p. 725)」を参照してください。

5. [データソース] タブを選択します。次に、AWSIoT のチェックボックスを選択し SiteWise、[アクショ
ン]、[サービス管理ポリシーを有効にする] を選択します。

6. もう一度 [データソース] タブを選択し、[AWSIoT] SiteWise 行の [Grafana で設定] を選択します。
7. 必要に応じて IAM ID センターを使用して Grafana ワークスペースコンソールにサインインします。
8. GrafanaAWS ワークスペースコンソールの左側のナビゲーションバーでアイコンを選択し、[AWS

サービス]、[IoT] を選択します SiteWise。
9. AWS IoT SiteWiseデータソースのクエリ元となるデフォルトのリージョンを選択し、アカウントを選

択して、[データソースを追加] を選択します。

AWS IoT SiteWiseデータソースの手動追加

AWS IoT SiteWiseデータソースを手動で追加するには

1. Grafana コンソールのサイドメニューで、設定 (歯車) アイコンを一時停止し、「データソース」を選
択します。

2. [Add data source] (データソースを追加する) を選択する。
3. AWSIoT SiteWise データソースを選択します。必要に応じて、SiteWise検索ボックスに入力し始め

ると、検索しやすくなります。

AWS IoT SiteWise の設定

名前 説明

[Name] (名前) データソース名。これがパネルとクエリのデータソースの表示方法です。

認証プロバイ
ダ

認証情報を取得するプロバイダを指定します。

デフォルト
リージョン

クエリエディターで領域を設定するために使用されます (クエリごとに変更できます)。

認証情報プロ
ファイル名

使用するプロファイルの名前を指定します (~/.aws/credentialsファイルを使用す
る場合)。デフォルトでは空白のままにします。
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名前 説明

引き受けた
ロールの ARN

引き受けるロールの ARN を指定します。

エンドポイン
ト (オプショ
ン)

代替サービスエンドポイントを指定する必要がある場合。

AWS IoT SiteWiseデータソースを使用する
AWS IoT SiteWiseデータソースの使用方法については、GithubAWS IoT SiteWise のデータソースを参照
してください。

AWS IoT TwinMaker

AWS IoT TwinMaker この機能は Amazon マネージド Grafana のプレビュー版であり、変更される可能
性があります。

Amazon Managed Grafana ではAWS IoT TwinMaker、強力な産業データ分析サービスをアプリおよびデー
タソースとして Grafana ワークスペースに追加できます。を使用するとAWS IoT TwinMaker、産業運営
を監視するエンドユーザー向けの 3D デジタルツインアプリケーションを作成できます。これは、AWS 
IoT TwinMaker 開発者が現実世界のシステムのデジタルレプリカをより迅速に作成できるようにするサー
ビスであり、より多くのお客様がデジタルツインの可能性を実感して運用を最適化できるよう支援しま
す。AWS IoT TwinMaker for Grafana には、デジタルツインデータに接続するためのカスタムパネル、
ダッシュボードテンプレート、データソースが用意されています。

AWS IoT TwinMaker プラグインを有効にするには

AWS IoT TwinMaker データソースとして有効にするには

1. https://console.aws.amazon.com/grafana/ で Amazon マネージド Grafana コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[All (デバイス)] を選択し、作業中のワークスペースを選択します。
3. Grafana コンソールで、設定 (歯車) アイコンを選択します。
4. 「Config」タブで「有効化」を選択します。

AWS IoT TwinMaker データソースの手動追加
前提条件

開始する前に、AWS IoT TwinMakerからアクセスできることを確認しますAWS アカウント。

ワークスペースの IAM ロールにアクセス権限を追加する方法についてはAWS IoT TwinMaker、を参照して
くださいAWS IoT TwinMaker の権限をワークスペースユーザーロールに追加する (p. 85)。

AWS IoT TwinMaker データソースを追加するには:

1. ユーザーロールが管理者または編集者であることを確認してください。
2. Grafana コンソールのサイドメニューで、設定 (歯車) アイコンにカーソルを合わせ、「データソー

ス」を選択します。
3. [Add data source] (データソースを追加する) を選択する。
4. AWS IoT TwinMakerデータソースを選択します。必要に応じて、TwinMaker検索ボックスに入力し始

めると、検索しやすくなります。
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5. これにより、「接続の詳細」ページが開きます。の設定手順に従ってくださいAWS IoT TwinMaker 接
続詳細設定 (p. 85)。

AWS IoT TwinMaker の権限をワークスペースユーザーロールに追加する

AWS IoT TwinMaker ワークスペースユーザーロールに権限を追加するには、Amazon Managed 
Grafana TwinMaker ワークスペースロールとダッシュボードロールの間のロール権限を引き継ぎ
ます。

1. https://console.aws.amazon.com/iam/ にアクセスしてください。
2. ダッシュボードロールを手動で作成します。ダッシュボードロールの作成の詳細については、

「」を参照してくださいGrafanaAWS IoT TwinMaker ダッシュボードロールを手動で作成するに
は (p. 85)。

AWS IoT TwinMaker 接続詳細設定

接続の詳細の構成を設定

1. 接続詳細メニューで、認証プロバイダーを選択します (推奨:Workspace IAM ロール)。
2. クエリするデフォルトリージョンを選択します。
3. TwinMaker 設定で、AWS IoT TwinMakerワークスペース名を入力します。

AWS IoT TwinMaker データソースを使用する

AWS IoT TwinMaker データソースの使用方法については、「AWS IoT TwinMakerDatasource on」を参照
してください GitHub。

GrafanaAWS IoT TwinMaker ダッシュボードロールを手動で作成するには

GrafanaAWS IoT TwinMaker ダッシュボードロールを手動で作成するには

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) にサインインします。
2. 概要で Amazon マネージド Grafana ワークスペースのロールを確認してください。次のように表示さ

れます。

 AmazonGrafanaServiceRole-random_ID

3. 次のインラインポリシーをロールに追加します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": "sts:AssumeRole", 
        "Resource": "< TwinMaker Dashboard Role ARN >" 
    }
}

4. ダッシュボードロールごとに新しいインラインポリシーを追加します。または、リソース行にロール
の Amazon リソースネーム (ARN) のリストを追加してください。

5. IAM コンソールでダッシュボードのロールを選択します。SceneViewerポリシー
と、VideoPlayerオプションでポリシーが必要です。

6. 「信頼関係」タブを選択します。
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7. [Edit trust relationship] (信頼関係の編集) をクリックします。
8. 以下のポリシーを入力します。

   { 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": "<AMG Workspace Role ARN>" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
} 
   

AWS IoT TwinMaker ポリシーの例

以下は、AWS IoT TwinMaker ダッシュボードロールにアタッチできる最小限のポリシーです。

 { 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
      { 
        "Action": [ 
          "iottwinmaker:ListWorkspaces" 
        ], 
        "Resource": [ 
          "*" 
        ], 
        "Effect": "Allow" 
      }, 
      { 
        "Action": [ 
          "iottwinmaker:Get*", 
          "iottwinmaker:List*" 
        ], 
        "Resource": [ 
          "{{.WorkspaceArn}}", 
          "{{.WorkspaceArn}}/*" 
        ], 
        "Effect": "Allow" 
      }, 
      { 
        "Action": [ 
          "kinesisvideo:Describe*", 
          "kinesisvideo:Get*", 
          "kinesisvideo:List*" 
        ], 
        "Resource": "*", 
        "Effect": "Allow" 
      }, 
      { 
        "Action": [ 
          "iotsitewise:Describe*", 
          "iotsitewise:List*", 
          "iotsitewise:Get*" 
        ], 
        "Resource": "*", 
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        "Effect": "Allow" 
      }, 
      { 
        "Action": "iotsitewise:BatchPutAssetPropertyValue", 
        "Resource": "*", 
        "Effect": "Allow", 
        "Condition": { 
          "StringEquals": { 
            "aws:ResourceTag/{{.WorkspaceId}}": "SiteWatch" 
          } 
        } 
      }, 
      { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": ["s3:GetObject"], 
        "Resource": [ 
          "{{.S3BucketArn}}",  
          "{{.S3BucketArn}}/*" 
        ] 
      } 
    ] 
  }

Amazon Managed Service for Prometheus とオープンソースの
Prometheus
Amazon マネージド Grafana では、Prometheus データソースは、セルフマネージド Prometheus サー
バーと Amazon マネージド Prometheus ワークスペースの両方をデータソースとして使用することをサ
ポートしています。Amazon Managed Service (Amazon Managed Service for Prometheus とは)「Amazon 
Managed Service (Amazon Managed Service for Prometheus とは)」を参照してください。

Amazon Managed Grafana を使えば、Amazon Managed Service for PrometheusAWS ワークスペースを
使用してデータソースとして追加できます。この機能により、既存の Amazon マネージドサービス for 
Prometheus アカウントを検出し、Amazon マネージドサービス for Prometheus へのアクセスに必要な認
証情報の設定を管理することで、Amazon マネージドサービス for Prometheus をデータソースとして簡単
に追加できます。

Note

Prometheus アラートは、以下の方法で統合された Grafana アラートインターフェースで確認で
きますアラートマネージャーデータソースの設定 (p. 59)。

トピック
• AWSデータソース設定を使用して、Amazon マネージドサービス for Prometheus をデータソースとし

て追加 (p. 87)
• Prometheus データソースを手動で追加する (p. 88)
• Prometheus データソースを使用する (p. 88)
• Amazon Managed Service for Prometheus からのアラートを視覚化 (p. 92)
• エグザンプラの設定 (p. 93)

AWSデータソース設定を使用して、Amazon マネージドサービス for Prometheus 
をデータソースとして追加
AWSデータソース設定を使用するには、まず Amazon Managed Grafana コンソールを使用して、ア
カウントまたは組織部門全体の Amazon Managed Service for Prometheus リソースを読み取るために
必要な IAM ポリシーをワークスペースに付与するサービスマネージド IAM ロールを有効にします。次
に、Amazon マネージド Grafana ワークスペースコンソールを使用して、Prometheus 用 Amazon マネー
ジドサービスをデータソースとして追加します。
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AWSデータソース設定を使用して Amazon マネージドサービス for Prometheus をデータソース
として追加するには

1. https://console.aws.amazon.com/grafana/ で Amazon マネージド Grafana コンソールを開きます。
2. ページの左上隅にあるメニューアイコンを選択し、「すべてのワークスペース」を選択します。
3. ワークスペースの ID を選択します。
4. ワークスペースの作成時にサービス管理権限の使用を選択しなかった場合は、顧客管理権限の使用

からサービス管理権限に変更して、GrafanaAWS ワークスペースコンソールのデータソース設定オ
プションを使用するための適切な IAM ロールとポリシーが有効になっていることを確認してくださ
い。そのためには、IAM ロールごとに編集アイコンを選択し、[サービス管理]、[変更を保存] の順に
選択します。詳細については、「AWSデータソースの Amazon マネージド Grafana の権限とポリ
シー (p. 725)」を参照してください。

5. [データソース] タブを選択します。次に、Prometheus 用 Amazon マネージドサービスのチェック
ボックスを選択し、[アクション]、[サービス管理ポリシーを有効にする] を選択します。

6. もう一度「データソース」タブを選択し、「Prometheus 用 Amazon マネージドサービス」行で
「Grafana で設定」を選択します。

7. 必要に応じて IAM ID センターを使用して Grafana ワークスペースコンソールにサインインします。
8. GrafanaAWS ワークスペースコンソールの左側のナビゲーションバーでアイコンを選択し、[AWS

サービス]、[Prometheus] を選択します。
9. Amazon マネージド Grafana に検索させて Amazon Prometheus ワークスペース用 Amazon マネージ

ドサービスを見つけてから、追加するアカウントと Amazon マネージドサービス for Prometheus ワー
クスペースを選択し、[データソースを追加] を選択します。

Prometheus データソースを手動で追加する

Prometheus データソースを手動で追加するには

1. Grafana コンソールのサイドメニューで、設定 (歯車) アイコンを一時停止し、「データソース」を選
択します。

2. [Add data source] (データソースを追加する) を選択する。
3. Prometheus データソースを選択してください。必要に応じて、Prometheus検索ボックスに入力し

始めると、検索しやすくなります。

Prometheus データソースを使用する

Prometheus 設定

名前 説明

Name データソース名。これがパネルとクエリのデータソースの表示方法です。

Default デフォルトのデータソースでは、新しいパネル用に事前に選択されます。

Url Prometheus サーバーの URL (例:)https://prometheus.example.org:9090。

Access サーバー (デフォルト) = URL は Grafana バックエンド/サーバーからアクセスできる必要が
あります。

Basic 
Auth

Prometheus データソースへの基本認証を有効にします。

User 基本認証のためのユーザー名。
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名前 説明

Password 基本認証のためのパスワード。

Scrape 
interval

これを Prometheus で設定されている一般的なスクレイプと評価の間隔に設定します。デ
フォルトは 15 秒です。

Disable 
metrics 
lookup

このオプションをチェックすると、クエリフィールドのオートコンプリートでの指標選択と
指標/ラベルのサポートが無効になります。これは、大規模な Prometheus インスタンスでパ
フォーマンス上の問題がある場合に役立ちます。

Custom 
Query 
Parameters

Prometheus クエリ URL にカスタムパラメータを追加します。たとえ
ばtimeout、、partial_response、dedup、などmax_source_resolution。複数の
パラメータは「&」で連結する必要があります。

Prometheus クエリエディタ

以下のセクションでは、ダッシュボードとExploreのPrometheusクエリエディタの情報とオプションにつ
いて説明します。

ダッシュボードのクエリエディタ

タイトルを選択し、[編集] を選択します (または、パネル上で一時停止しながら e キーを押して)、編集
モードでグラフを開きます。

名
前

説明

Query 
expression

Prometheus のクエリ式の詳細については、Prometheus のドキュメントを参照してください。

Legend 
format

名前またはパターンを使用して、時系列の名前を制御します。たとえば{{hostname}}、はラベルの
ラベル値に置き換えられますhostname。

Min 
step

Prometheusstep$__interval$__rate_interval レンジクエリのパラメータとおよび変数の下
限が追加されました。制限は絶対値であり、解像度設定によって変更されることはありません。

Resolution1/1Prometheus$__intervalstep レンジクエリの変数とパラメータの両方を、各ピクセルが 1 つ
のデータポイントに対応するように設定します。パフォーマンスを向上させるには、解像度を下げて
ください。 1/21 ピクセルおきに 11/10 つのデータポイントのみを取得し、10 ピクセルごとに 1 つ
のデータポイントを取得します。$__interval最小時間間隔と最小ステップの両方がとの最終値を
制限することに注意してくださいstep。

Metric 
lookup

この入力フィールドでメトリック名を検索します。

Format 
as

Table、Time series、またはを切り替えますHeatmap。 Tableテーブルパネルでのみ機能しま
す。 Heatmapヒートマップパネルにヒストグラムタイプのメトリックを表示するのに適していま
す。累積ヒストグラムを通常のヒストグラムに変換し、系列をバケットバウンドでソートします。

Instantリクエストされた時系列について Prometheus がスクレイピングした最新の値のみを返すには、「イ
ンスタント」クエリを実行します。インスタントクエリは、通常の範囲クエリよりもはるかに速く結
果を返します。これらを使用してラベルセットを検索します。

Min 
time 
interval

この値に解像度設定の分母を掛けると、$__interval変数と Prometheusstep レンジクエリのパラ
メータの両方に下限が設定されます。デフォルトは、データソースオプションで設定されているスク
レイプ間隔です。
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Note

Amazon Managed Grafana は、動的に計算されるステップに合わせてクエリのリクエスト日を変
更します。これにより、メトリクスデータの一貫した表示が保証されますが、グラフの右端にわ
ずかなデータギャップが生じる可能性があります。

ダッシュボードでのインスタントクエリ

Prometheus データソースでは、最新の値のみをクエリするインスタントクエリを実行できます。結果を
テーブルパネルで視覚化して、時系列で使用可能なすべてのラベルを確認できます。

インスタントクエリの結果は、シリーズごとに 1 つのデータポイントのみで構成されます。シリーズオー
バーライドを使用してグラフパネルに表示できます。それらを最新のバリューポイントとしてグラフに表
示するには、シリーズオーバーライドを追加してを選択しますPoints > true。グラフ全体に水平線を
表示するには、系列オーバーライドを追加して [] を選択しますTransform > constant。系列オーバー
ライドの詳細については、を参照してくださいシリーズオーバーライド (p. 492)。

Exploreのクエリエディタ

名
前

説明

Query 
expression

Prometheus のクエリ式の詳細については、Prometheus のドキュメントを参照してください。

StepStepPrometheus レンジクエリのパラメータ。ここでは、時間単位を使用できます。たとえ
ば、5s、1m、3h、1d、yなどです。単位が指定されていない場合のデフォルト単位はs (秒) です。

Query 
type

Range、Instant、Bothレンジクエリを実行すると、クエリの結果がグラフとテーブルに表示さ
れます。インスタントクエリは、要求された時系列について Prometheus がスクレイピングした最
新の値のみを返し、テーブルに表示されます。[両方] を選択すると、インスタントクエリと範囲ク
エリの両方が実行されます。範囲クエリの結果はグラフに表示され、インスタントクエリの結果は
テーブルに表示されます。

メトリクスのブラウザの

メトリクスブラウザでは、メトリクスをすばやく検索し、関連するラベルを選択して基本的なクエリを作
成できます。ブラウザを開くと、使用可能なすべての指標とラベルが表示されます。Prometheus インス
タンスでサポートされている場合、各メトリクスには HELP と TYPE がツールチップとして表示されま
す。

指標を選択すると、ブラウザは使用可能なラベルを絞り込んで、指標に該当するラベルだけを表示しま
す。次に、使用可能なラベル値が下部セクションのリストに表示されているラベルを 1 つ以上選択できま
す。クエリの範囲を狭めるには、ラベルごとに 1 つ以上の値を選択してください。

Note

最初に指標名を覚えていない場合は、最初にいくつかのラベルを選択してリストを絞り込み、関
連するラベル値を見つけることもできます。

メトリクスブラウザのすべてのリストの上には検索フィールドがあり、特定の文字列に一致するメトリッ
クやラベルをすばやくフィルタリングできます。値セクションには検索フィールドが 1 つしかありませ
ん。フィルターはすべてのラベルに適用されるため、ラベルを選択したあと、ラベル全体の値を検索しや
すくなります。たとえば、ラベルアプリ、job、job_name の中から、探している値と一致する値が 1 つだ
け見つかります。

クエリに満足したら、[クエリを使用] をクリックしてクエリを実行します。[レートクエリとして使用] ボ
タンはレートを追加します (...) クエリの前後に [$__interval] を付けると、カウンターメトリクスのクエリ
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を記述しやすくなります。「セレクターを検証」ボタンは、そのセレクターで利用できる時系列の数を
Prometheusに確認します。

制限事項

メトリクスブラウザには、10,000 個のラベル (キー) と 50,000 個のラベル値 (メトリック名を含む) という
ハードリミットがあります。Prometheus インスタンスがより多くの結果を返しても、ブラウザは機能し
続けます。ただし、結果セットはこれらの上限を超えると切り捨てられます。

テンプレート作成

メトリッククエリにサーバー、アプリケーション、センサー名などをハードコーディングする代わりに、
変数を代わりに使用できます。変数はダッシュボード上部のドロップダウン選択ボックスとして表示さ
れます。これらのドロップダウンボックスを使用して、ダッシュボードに表示されるデータを変更できま
す。

テンプレートとテンプレート変数の詳細については、「」を参照してくださいテンプレートと変
数 (p. 549)。

クエリ変数

Query タイプの変数を使用すると、メトリクス、ラベル、またはラベル値のリストを Prometheus にクエ
リできます。Prometheus データソースプラグインには、クエリ入力フィールドで使用できる次の機能が
あります。

名前 説明

label_names() ラベル名のリストを返します。

label_values(label) すべての指標ののラベル値のリストを返します。label

label_values(metric, 
label)

指定された指標のラベル値のリストを返します。label

metrics(metric) metric指定された正規表現に一致するメトリックのリストを返しま
す。

query_result(query) の Prometheus クエリ結果のリストを返しますquery。

メトリック名、ラベル名、ラベル値の詳細については、Prometheus のドキュメントを参照してくださ
い。

間隔変数と範囲変数の使用
Note

$__range、$__range_s、およびSupport$__range_ms は Grafana v5.3 以降でのみ利用できま
す。

クエリ変数には、$__interval、、$__interval_ms$__range$__range_s、などのグローバル変数
を使用できます$__range_ms。詳細については、「グローバル変数 (p. 558)」を参照してください。こ
れらは、query_result関数がクエリをサポートしていないため、label_values変数クエリをフィルタ
リングする必要がある場合に関数とともに使用すると便利です。

ダッシュボードで時間範囲を変更したときに正しいインスタンスを取得するには、refresh変数のトリ
ガーを必ずに設定してくださいOn Time Range Change。

次のコード例は、ダッシュボードに表示されている時間範囲での平均 QPS に基づいて、最も混雑してい
る 5 つのリクエストインスタンスを変数に入力する方法を示しています。
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Query: query_result(topk(5, sum(rate(http_requests_total[$__range])) by (instance)))
Regex: /"([^"]+)"/

次のコード例は、を使用して、ダッシュボードに表示されている時間範囲で特定の状態にあるインスタン
スを変数に入力する方法を示しています$__range_s。

Query: query_result(max_over_time(<metric>[${__range_s}s]) != <state>)
Regex:

$__rate_interval変数を使う

$__rate_intervalこの変数はレート関数で使用するためのものです。最大値 ($__interval+ スクレ
イプ間隔、4 * スクレイプ間隔) として定義されます。スクレイプ間隔は、設定されている場合は最小ス
テップ設定（別名 query_interval、PromQL クエリごとの設定）で、それ以外の場合は Prometheus データ
ソースで設定されているスクレイプ間隔です（ただし、パネル内の最小間隔設定は解像度設定によって変
更されるため、無視されます）。

クエリでの変数の使用

次の 2 つの構文があります。

• $<varname>例:レート (http_requests_total {job=~ "$job"} [5m])
• [[varname]]例:レート (http_requests_total {job=~ "[[job]]"} [5m])

なぜ二通りの方法なの？ 最初の構文は読み書きが簡単ですが、単語の途中で変数を使用することはできま
せん。[複数値] または [すべての値を含む] オプションを有効にすると、Grafana はラベルをプレーンテキ
ストから正規表現互換の文字列に変換します。つまり、=~代わりに使用する必要があります=.

注釈

注釈を使用して、豊富なイベント情報をグラフの上に重ねることができます。注釈クエリは、ダッシュ
ボードメニューまたは注釈ビューを使用して追加します。詳細については、「注釈 (p. 520)」を参照して
ください。

Prometheus はアノテーションをクエリする 2 つの方法をサポートしています。

• 通常のメトリッククエリ
• 保留中および起動中のアラートの Prometheus クエリ。詳細については、「実行中のアラートの検査」

を参照してください)。

step オプションは、クエリから返されるイベントの数を制限するのに便利です。

Amazon Managed Service for Prometheus からのアラートを視覚化

既に接続している Prometheus データソースの Alertmanager データソースを設定することで、Amazon マ
ネージド Prometheus アラートまたは Amazon Managed Grafana の Prometheus アラートを視覚化できま
す。

前提条件

Alertmanager を Amazon マネージドサービス for Prometheus で使用するように設定するには、以下の前
提条件を満たす必要があります。
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• メトリクスが取り込まれ、アラートまたは記録ルールが少なくとも 1 つ設定された Amazon マネージド
サービス for Prometheus インスタンス。ワークスペースの URL が必要です (Amazon マネージドサービ
ス for Prometheus のワークスペースの詳細から、エンドポイント URL を確認できます)。 ワークスペー
ス URL はエンドポイント URL です (api/v1/remote_write末尾にが付いていません)。

• Prometheus インスタンスをデータソースとして設定して作成された (p. 87) (p. 22) Amazon マネージ
ド Grafana ワークスペース。

• Amazon Managed Grafana には、Prometheus リソースに対して次のアクセス許可が必要です。で説明
されているサービス管理ポリシーまたは顧客管理ポリシーのいずれかに追加する必要がありますAWS
データソースの Amazon マネージド Grafana の権限とポリシー (p. 725)。
• aps:ListRules

• aps:ListAlertManagerSilences

• aps:ListAlertManagerAlerts

• aps:GetAlertManagerStatus

• aps:ListAlertManagerAlertGroups

• aps:PutAlertManagerSilences

• aps:DeleteAlertManagerSilence

Amazon Managed Service for Prometheus で使用するように設定するには

1. Grafana コンソールの Grafana メニューで、「設定」の下の「データソース」ページを選択します。
2. [データソースを追加] を選択し、データソースタイプのリストから [Alertmanager] を選択します。
3. 新しいデータソースに次の情報を入力します。

• 実装については、Prometheus を選択してください。
• [HTTP] の [URL] に、Prometheus ワークスペース URLalertmanager を付加して入力しま

す。例えば、https://aps-workspaces.us-east1.amazonaws.com/workspaces/ws-
example-1234-5678-abcd-xyz00000001/alertmanager。

• [認証] で [SIGv4Auth] をオンにします。これにより、AWSリクエストに認証を使用するように
Grafana に指示されます。

• SigV4Auth の詳細の「デフォルトリージョン」に、たとえば Prometheus インスタンスのリージョ
ンを入力しますus-east-1。

4. [保存してテスト] を選択し、データソースの設定を完了します。

データソースが正しく設定されていれば、「Health チェック合格」というメッセージが表示されま
す。

新しい Alertmanager データソースを Prometheus データソースに接続するには

1. Grafana コンソールの Grafana メニューで、「設定」の下の「データソース」ページを選択します。
2. オリジナルの Amazon マネージドサービス for Prometheus データソースを選択し、「アラート UI に

よるアラート管理」トグルスイッチをオンにします。
3. アラートマネージャーデータソースドロップダウンで、新しく作成した Alertmanager データソースを

選択します。
4. [保存してテスト] を選択し、データソースの設定を完了します。

エグザンプラの設定
Note

この機能には、Prometheus バージョン 2.26 以降が必要です。
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Exploreとダッシュボードの両方で、サンプルデータを指標と一緒に表示できます。エグザンプラーは、特
定のイベントからのカーディナリティの高いメタデータを従来の時系列データに関連付けます。

エグザンプラへのリンクを追加することで、データソース設定でエグザンプラを設定できます。URL 
にはマクロを使用できます。例えば、「」のような URL を作成できますhttps://example.com/
${__value.raw}。

Amazon Timestream
Amazon マネージド Grafana では、GrafanaAWS ワークスペースコンソールのデータソース設定オプ
ションを使用して、Amazon Timestream をデータソースとして追加できます。この機能により、既存
の Timestream アカウントを検出し、Timestream へのアクセスに必要な認証資格情報の構成を管理す
ることで、Timestream をデータソースとして簡単に追加できます。この方法を使用して認証を設定
し、Timestream をデータソースとして追加することも、自己管理型の Grafana サーバーと同じ方法で
データソースと必要な認証資格情報を手動で設定することもできます。

AWSデータソース設定を使用して、データソースとしてTimestream を追加しま
す。

AWSデータソース設定を使用するには、まず Amazon Managed Grafana コンソールを使用して、アカウ
ントまたは組織部門全体の Timestream リソースを読み取るために必要な IAM ポリシーをワークスペース
に付与するサービスマネージド IAM ロールを有効にします。次に、Amazon マネージド Grafana ワークス
ペースコンソールを使用して、タイムストリームをデータソースとして追加します。

AWSデータソース設定を使用して Timestream をデータソースとして追加するには

1. https://console.aws.amazon.com/grafana/ で Amazon マネージド Grafana コンソールを開きます。
2. ページの左上隅にあるメニューアイコンを選択し、「すべてのワークスペース」を選択します。
3. ワークスペースの名前を選択します。
4. ワークスペースの作成時にサービス管理権限の使用を選択しなかった場合は、顧客管理権限の使用

からサービス管理権限に変更して、GrafanaAWS ワークスペースコンソールのデータソース設定オ
プションを使用するための適切な IAM ロールとポリシーが有効になっていることを確認してくださ
い。そのためには、IAM ロールごとに編集アイコンを選択し、[サービス管理]、[変更を保存] の順に
選択します。詳細については、「AWSデータソースの Amazon マネージド Grafana の権限とポリ
シー (p. 725)」を参照してください。

5. [データソース] タブを選択します。次に、Amazon Timestream のチェックボックスを選択し、[アク
ション]、[サービス管理ポリシーを有効にする] を選択します。

6. もう一度 [データソース] タブを選択し、[Amazon Timestream] 行の [Grafana で設定] を選択します。
7. 必要に応じて IAM ID センターを使用して Grafana ワークスペースコンソールにサインインします。
8. GrafanaAWS ワークスペースコンソールの左側のナビゲーションバーでアイコンを選択し、[AWS

サービス]、[タイムストリーム] を選択します。
9. Timestream データソースのクエリ元のデフォルトリージョンを選択し、アカウントを選択して、

[データソースを追加] を選択します。

Timestream のデータソースの手動追加

Timestream のデータソースを手動で追加するには

1. Grafana コンソールのサイドメニューで、設定 (歯車) アイコンを一時停止し、「データソース」を選
択します。

2. [Add data source] (データソースを追加する) を選択する。
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3. Amazon Timestream データソースを選択します。必要に応じて、Timestream検索ボックスに入力し
始めると、検索しやすくなります。

Timestream 設定

名前 説明

[Name] (名前) データソース名。これがパネルとクエリのデータソースの表示方法です。

認証プロバイ
ダ

認証情報を取得するプロバイダを指定します。

デフォルト
リージョン

クエリエディタで領域を設定するために使用します (クエリごとに変更できます)。

認証情報プロ
ファイル名

使用するプロファイルの名前を指定します (~/.aws/credentialsファイルを使用す
る場合)。デフォルトでは空白のままにします。

引き受けた
ロールの ARN

引き受けるロールの ARN を指定します。

エンドポイン
ト (オプショ
ン)

代替サービスエンドポイントを指定する必要がある場合。

認証

このセクションでは、Amazon Timestream データソースに使用できるさまざまなタイプの認証について説
明します。

AWS認証情報の例

Amazon マネージド Grafana では、認証情報ファイルによる認証方法を使用することはできません。

タイムストリームのデータソースの使用
クエリエディタ

クエリエディターは、前述のマクロやダッシュボードテンプレート変数に加えて、タイムストリーム構文
も受け入れます。

Ctrl+Space IntelliSense キーを押して候補を開きます。

マクロ

構文を簡略化し、日付範囲フィルターなどの動的な部分を使用できるようにするために、クエリにマクロ
を含めることができます。

マクロの例 説明

$_データベース 選択したデータベースを指定します。これには、
データソース設定のデフォルトを使用するか、クエ
リエディターの明示的な値を使用できます。

$_テーブル 選択したデータベースを指定します。これには、
データソース設定のデフォルトを使用するか、クエ
リエディタの明示的な値を使用できます。
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マクロの例 説明

$_メジャー 選択した測定値を指定します。これには、データ
ソース設定のデフォルトを使用するか、クエリエ
ディタの明示的な値を使用できます。

$_ タイムフィルター 時間をダッシュボードの範囲に制限する式に置き換
えられます

$__インターバル_ms グラフ内の 1 ピクセルがカバーする時間を表す数値
に置き換えられます。

Amazon Athena
Note

このガイドでは、Athena データソースを使用する前に Amazon Athena サービスに精通している
ことを前提としています。

Amazon マネージド Grafana では、GrafanaAWS ワークスペースコンソールのデータソース設定オプショ
ンを使用して Athena をデータソースとして追加できます。この機能により、既存の Athena アカウントを
検出し、Athena へのアクセスに必要な認証資格情報の設定を管理することで、Athena をデータソースと
して簡単に追加できます。この方法を使用して認証を設定し、Athena をデータソースとして追加すること
も、自己管理型の Grafana サーバーと同じ方法でデータソースと必要な認証資格情報を手動で設定するこ
ともできます。

Amazon マネージド Grafana が Athena にアクセスできるようにするための前提条件があります。Athena 
データソースの使用に関する前提条件については、を参照してください前提条件 (p. 96)。

前提条件

Amazon マネージド Grafana for Athena の管理ポリシーを使用するには、Athena データソースを設定する
前に以下のタスクを完了してください。

• Athena ワークグループにタグを付けてくださいGrafanaDataSource: true。
• で始まる名前の S3 バケットを作成しますgrafana-athena-query-results-。このポリシーは、そ

の命名規則に従ってクエリ結果を S3 バケットに書き込むための権限を提供します。

Athena クエリの基になるデータソースにアクセスするための Amazon S3 権限は、この管理ポリシーには
含まれていません。Amazon S3 バケットに必要な権限は、 case-by-case 定期的に手動で追加する必要が
あります。詳細については、Amazon Managed Grafana の「アイデンティティベースのポリシーの例」を
参照してください。

AWSデータソース設定を使用して Amazon Athena をデータソースとして追加

前提条件

• AWSCLI はご使用の環境にインストールされ、設定されます。
• アカウントから Athena にアクセスできます。

AWSデータソース設定を使用するには、まず Amazon Managed Grafana コンソールに移動して、アカウ
ントまたは組織部門全体の Athena リソースを読み取るために必要な IAM ポリシーをワークスペースに付
与するサービスマネージド IAM ロールを有効にします。次に、Amazon マネージド Grafana ワークスペー
スコンソールを使用して Athena をデータソースとして追加します。
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AWSデータソース設定を使用して Athena をデータソースとして追加するには

1. ユーザーロールが管理者または編集者であることを確認してください。
2. https://console.aws.amazon.com/grafana/ にある Amazon マネージド Grafana コンソールから、作業

したいワークスペースを選択します。
3. ワークスペースの作成時にサービス管理権限の使用を選択しなかった場合は、顧客管理権限の使用

からサービス管理権限に変更して、GrafanaAWS ワークスペースコンソールのデータソース設定オ
プションを使用するための適切な IAM ロールとポリシーが有効になっていることを確認してくださ
い。そのためには、IAM ロールごとに編集アイコンを選択し、[サービス管理]、[変更を保存] の順に
選択します。詳細については、「AWSデータソースの Amazon マネージド Grafana の権限とポリ
シー (p. 725)」を参照してください。

4. [データソース] タブを選択します。次に Amazon Athena のチェックボックスを選択し、[アクショ
ン]、[サービス管理ポリシーを有効にする] の順に選択します。

5. もう一度 [データソース] タブを選択し、[Amazon Athena] 行の [Grafana で設定] を選択します。
6. 必要に応じて IAM ID センターを使用して Grafana ワークスペースコンソールにサインインしま

す。Athena データソースにアクセスするには、ユーザー/ロールに Athena アクセスポリシーをアタッ
チする必要があります。詳細については、AWS マネージドポリシー: AmazonGrafanaAthenaAccess
 (p. 715) を参照してください。

7. Grafana ワークスペースコンソールの左側のナビゲーションバーで、AWS下のアイコン (2 つありま
す) を選択し、[データソース] メニューから [Athena] を選択します。

8. Athena データソースのクエリ元となるデフォルトのリージョンを選択し、目的のアカウントを選択し
て、[データソースを追加] を選択します。

9. 以下の手順に従って Athena の詳細を設定します。Athena 詳細設定 (p. 97)

Athena 詳細設定

Athena 詳細設定の設定

1. [接続の詳細] メニューで、認証プロバイダーを選択します (推奨:Workspace IAM ロール)。
2. Athena アカウントがあるターゲット Athena データソースを選択します。データソースを何も選択し

ない場合、ドロップダウンにデフォルトのデータソースが表示されます。

新しい Athena アカウントを作成するには、「Athena スタートガイド」の指示に従ってください。
3. 上記で選択したデータソースから、対象の Athena データベースを選択します。
4. ワークグループを選択します。デフォルトは「プライマリ」です。
5. ワークグループに出力場所がまだ設定されていない場合は、クエリ結果に使用する S3 バケットと

フォルダを指定します。例えば、s3://grafana-athena-plugin-test-data/query-result-
output/  です。

6. [保存してテスト] を選択します。

Athena データソースを手動で追加する

前提条件

• AWSCLI はご使用の環境にインストールされ、設定されます。
• アカウントから Amazon Athena にアクセスできます。

Athena データソースを手動で追加するには:

1. Grafana コンソールのサイドメニューで、設定 (歯車) アイコンを一時停止し、「データソース」を選
択します。
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2. [Add data source] (データソースを追加する) を選択する。
3. AWSAthena データソースを選択します。必要に応じて、Athena検索ボックスに入力し始めると、検

索しやすくなります。
4. [接続の詳細] メニューで、認証プロバイダーを設定します (推奨:Workspace IAM ロール)
5. 対象の Athena データソース、データベース、およびワークグループを選択します。

新しい Athena アカウントを作成するには、「Athena スタートガイド」の指示に従ってください。
6. ワークグループに出力場所がまだ設定されていない場合は、クエリ結果に使用する S3 バケットと

フォルダを指定します。例えば、s3://grafana-athena-plugin-test-data/query-result-
output/ 。

7. [保存してテスト] を選択します。

以下は Athena 詳細設定の例です。

Athena データソースの使用

IAM ポリシー

Grafana が Athena メトリクスを読み取るには、IAM 経由で権限を付与する必要があります。これらの
権限を IAM ロールにアタッチし、Grafana の組み込みサポートを利用してロールを引き継ぐことができ
ます。データソースを Grafana に追加する前に、ロールに必要なポリシーを設定する必要があることに
注意してください。データソースを追加するには、管理者または編集者の役割が必要です。組み込みの 
Amazon Grafana Athena アクセスポリシーは、AWS マネージドポリシー: AmazonGrafanaAthenaAccess
 (p. 715)セクションで定義されています。

Athena データのクエリ

Athena データソースは標準の SQL クエリエディタを提供します。Amazon Managed Grafana には、より
複雑な時系列クエリの作成に役立つマクロがいくつか含まれています。

マクロ

マクロ 説明 例 出力例

$__dateFilter(column) $__dateFilterパ
ネルの日付範囲に基

づいてデータを (を使
用してcolumn) 選択
する条件付きフィル
ターを作成します。

$__date(my_date) my_date BETWEEN 
date '2017-07-18' 
AND date 
'2017-07-18'

$__parseTime(column,format)$__parseTimevarchar
を指定された形式の
タイムスタンプとし
てキャストします。

$__parseTime(eventtime, 
'yyyy-MM-
dd''T''HH:mm:ss''Z')

parse_datetime(time,'yyyy-
MM-
dd''T''HH:mm:ss''Z')
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マクロ 説明 例 出力例

$__timeFilter(column,format)$__timeFilterパネ
ルの時間範囲に基づい
てデータを (を使用し

てcolumn) フィルタリ
ングする条件を作成し

ます。2 番目の引数は、
オプションで varchar か
ら特定の形式のタイム

スタンプまで列を解析す
るために使用されます。

$__timeFilter(time, 
'yyyy-MM-dd 
HH:mm:ss')

TIMESTAMP time 
BETWEEN TIMESTAMP 
'2017-07-18T11:15:52Z' 
AND TIMESTAMP 
'2017-07-18T11:15:52Z'

$__timeFrom() $__timeFromパネルの
範囲の現在の開始時間

を引用符で出力します。

$__timeFrom() TIMESTAMP 
'2017-07-18 
11:15:52'

$__timeTo() $__timeTo パネルの
範囲の現在の終了時間

を引用符で出力します。

$__timeTo() TIMESTAMP 
'2017-07-18 
11:15:52'

$__timeGroup(column, 
'1m', format)

$__timeGroup タイム
スタンプをグループ化し
て、グラフ上の各期間に 1 
ポイントだけになるよう
にします。3 番目の引数
は、オプションで varchar 
から特定の形式のタイム
スタンプまで列を解析す
るために使用されます。

$__timeGroup(time,'5m','yyyy-
MM-
dd''T''HH:mm:ss.SSSSSS''Z')

FROM_UNIXTIME(FLOOR(TO_UNIXTIME(parse_datetime(time,'yyyy-
MM-
dd''T''HH:mm:ss.SSSSSS''Z'))/300)*300)

$__table $__tableテーブルセ
レクターで選択した

テーブルを返します。

$__table my_table

$__column $__column列セレクター
で選択した列を返します
(テーブルが必要です)。

$__column col1

可視化

Athena のほとんどのクエリは、テーブルビジュアライゼーションで表現するのが一番です。クエリを実行
すると、戻りデータがテーブルに表示されます。クエリできる場合は、テーブルとして表示できます。

この例は、テーブルビジュアライゼーションの結果を返します。

SELECT {column_1}, {column_2} FROM {table};

時系列/グラフの視覚化

時系列とグラフを視覚化するには、次のことを行う必要があります。

• adate または adatetime タイプの列を選択します。date列は昇順 (使用ORDER BY column ASC) で
なければなりません。

• 数値列も選択してください。

クエリを検査する
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Amazon Managed Grafana は Athena がサポートしていないマクロをサポートしています。つまり、クエ
リを Athena に直接コピーして貼り付けると、クエリが機能しない可能性があります。Athena で直接機能
する補間クエリ全体を表示するには、クエリInspector ボタンをクリックします。クエリ全体が [クエリ] タ
ブに表示されます。

テンプレートと変数

Athena クエリ変数の追加の詳細については、「」を参照してくださいクエリ変数を追加す
る (p. 551)。Athena データソースを、使用可能なクエリのデータソースとして使用します。

Athena テーブルからクエリされた値はすべて変数として使用できます。選択する値が多すぎると、パ
フォーマンス上の問題が発生する可能性があるため、避けてください。

変数を作成した後は、を使用して、その変数を Athena クエリで使用することができます可変構
文 (p. 550)。変数の詳細については、「」を参照してくださいテンプレートと変数 (p. 549)。

注釈

注釈 (p. 520)豊富なイベント情報をグラフの上に重ねることができます。パネルを選択するか、ダッシュ
ボードメニューの注釈ビューを使用して注釈クエリを追加することで、注釈を追加できます。

注釈を自動的に追加するクエリの例:

SELECT 
  time as time, 
  environment as tags, 
  humidity as text
FROM 
  tableName
WHERE 
  $__dateFilter(time) and humidity > 95

次の表は、注釈のレンダリングに使用できる列の説明を示しています。

名前 説明

Time 日付/時刻フィールドの名前。ネイティブ SQL の日付/時刻
データ型またはエポック値の列である可能性があります。

Timeend 終了日/時間フィールドのオプション名。ネイティブ SQL の日付/時刻デー
タ型またはエポック値の列である可能性があります。(Grafana v6.6 以降)

Text イベントの説明フィールド。

Tags イベントタグにカンマで区切られた文字列
として使用するオプションのフィールド名。

非同期クエリデータサポート

Amazon マネージド Grafana の Athena クエリは、タイムアウトを避けるために非同期で処理されます。
非同期クエリでは、個別のリクエストを使用してクエリを開始し、その進行状況を確認し、最後に結果を
取得します。これにより、長時間実行されるクエリのタイムアウトを回避できます。

クエリ結果の再利用

以前のクエリの結果を再利用して、クエリのパフォーマンスを向上させることができます。クエリの再利
用を有効にするには、クエリエディタのクエリ結果再利用セクションで enable を押します。これは、クエ
リを再利用するクエリごとに実行する必要があります。
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Note

この機能を使用するには、Athena インスタンスがエンジンバージョン 3 である必要があります。
詳細については、Amazon Athena ユーザーガイドの「Athena エンジンのバージョンの変更」を
参照してください。

Amazon Redshift
Note

このガイドでは、ユーザーが Amazon Redshift データソースを使用する前に Amazon Redshift 
サービスに精通していることを前提としています。

Amazon マネージド Grafana では、GrafanaAWS ワークスペースコンソールのデータソース設定オプショ
ンを使用して Amazon Redshift をデータソースとして追加できます。この機能により、既存の Amazon 
Redshift アカウントを検出し、Amazon Redshift へのアクセスに必要な認証情報の設定を管理するこ
とで、Amazon Redshift をデータソースとして簡単に追加できます。この方法を使用して認証を設定
し、Amazon Redshift をデータソースとして追加することも、自己管理型の Grafana サーバーと同じ方法
でデータソースと必要な認証情報を手動で設定することもできます。

Amazon マネージド Grafana が Amazon Redshift にアクセスできるようにするための前提条件がありま
す。Amazon Redshift データソースの使用に関連する前提条件については、を参照してください前提条
件 (p. 101)。

前提条件

AmazonAWS マネージド Grafana の管理ポリシーを使用するには、Amazon Redshift データソースを設定
する前に、以下のタスクを完了してください。

• Amazon RedshiftGrafanaDataSource: true クラスターにタグを付けます。そうしないと、アクセ
スできなくなります。

• 次のいずれかの方法で、データベースの情報
• デフォルトのメカニズム (一時的な認証オプション) を使用して Redshift データベースを認証する場合

は、という名前のデータベースユーザーを作成する必要がありますredshift_data_api_user。
• Secrets Manager の認証情報を使用する場合は、シークレットにタグを付ける必要がありま

すRedshiftQueryOwner: true。詳細については、「Amazon ID ベースのポリシーの例 Grafana」
を参照してください。

AWSデータソース設定を使用して Amazon Redshift をデータソースとして追加

AWSデータソース設定を使用して Amazon Redshift をデータソースとして追加するには

1. ユーザーロールが管理者または編集者であることを確認してください。
2. https://console.aws.amazon.com/grafana/ にある Amazon マネージド Grafana コンソールから、作業

したいワークスペースを選択します。
3. ワークスペースの作成時にサービス管理権限の使用を選択しなかった場合は、顧客管理権限の使用

からサービス管理権限に変更して、GrafanaAWS ワークスペースコンソールのデータソース設定オ
プションを使用するための適切な IAM ロールとポリシーが有効になっていることを確認してくださ
い。そのためには、IAM ロールごとに編集アイコンを選択し、[サービス管理]、[変更を保存] の順に
選択します。詳細については、「AWSデータソースの Amazon マネージド Grafana の権限とポリ
シー (p. 725)」を参照してください。

4. [データソース] タブを選択します。次に Amazon Redshift のチェックボックスを選択し、[アクショ
ン]、[サービス管理ポリシーを有効にする] の順に選択します。

5. もう一度 [データソース] タブを選択し、[Amazon Redshift] 行の [Grafana で設定] を選択します。
6. 必要に応じて IAM ID センターを使用して Grafana ワークスペースコンソールにサインインします。
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7. Grafana ワークスペースコンソールの左側のナビゲーションバーで、AWS下のアイコン (2 つありま
す) を選択し、[Redshift] を選択します。

8. Amazon Redshift データソースのクエリ元のデフォルトリージョンを選択し、目的のアカウントを選
択して、[データソースを追加] を選択します。

9. の手順に従って、接続の詳細を設定します接続詳細設定 (p. 102)。

Amazon Redshift データソースを手動で追加する

前提条件

• アカウントから Amazon Redshift にアクセスできます。

Amazon Redshift データソースを追加するには:

1. AmazonRedshiftAccessPolicy (p. 713)をワークスペースのユーザーロールにアタッチします。
2. ユーザーロールが管理者または編集者であることを確認してください。
3. https://console.aws.amazon.com/grafana/ にある Amazon マネージド Grafana コンソールから、作業

したいワークスペースを選択します。
4. Grafana コンソールのサイドメニューで、設定 (歯車) アイコンを一時停止し、「データソース」を選

択します。
5. [Add data source] (データソースを追加する) を選択する。
6. AWSRedshift データソースを選択します。必要に応じて、Redshift検索ボックスに入力し始める

と、検索しやすくなります。
7. これにより、「接続の詳細」ページが開きます。の設定手順に従ってください接続詳細設

定 (p. 102)。

Amazon Redshift の設定

Amazon Redshift データソースをワークスペースに追加したら、Amazon Redshift の設定を以下のように
設定します。

前提条件

• アカウントから Amazon Redshift にアクセスできます。

接続詳細設定

接続の詳細設定

1. [接続の詳細] メニューで、認証プロバイダーを選択します (推奨:Workspace IAM ロール)。
2. クエリするデフォルトリージョンを選択します。

認証設定

認証設定を行う

1. 認証メニューで、アクセス認証情報プロバイダとして「一時認証情報」タブまたは「AWSSecrets 
Manager」タブを選択します。AWS一時認証情報およびSecrets Manager の詳細については、以下を
参照してください。AWS管理ポリシー: AmazonGrafanaRedshiftAccess  (p. 713)

2. デフォルトの「一時情報」を選択した場合は、次の手順に従います。AWSSecrets Manager を選択し
た場合は、AWS入力フィールドにSecrets Manager の認証情報を入力します。
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3. Amazon Redshift で作成したクラスターのクラスター識別子を選択します。

Redshift クラスターの詳細については、「Redshift 接続」を参照してください。
4. ターゲットの Redshift データベースを選択します。
5. 上記のクラスター用に作成したデータベースユーザーを選択します。
6. [保存してテスト] を選択します。

以下は、一時認証情報の設定の例です。

AWSSecrets Manager メニューの例を以下に示します。

Amazon Redshift データソースの使用

IAM ポリシー

Grafana が Redshift メトリクスを読み取るには、IAM を使用して権限を付与する必要があります。
これらの権限を IAM ロールにアタッチし、Grafana の組み込みサポートを利用してロールを引き継
ぐことができます。組み込みの Amazon Grafana Redshift アクセスポリシーは、AWS管理ポリシー: 
AmazonGrafanaRedshiftAccess  (p. 713)セクションで定義されています。

Amazon Redshift データのクエリ

Amazon Redshift データソースには、標準の SQL クエリエディターが用意されています。Amazon 
Managed Grafana には、より複雑な時系列クエリの作成に役立つマクロがいくつか含まれています。

マクロ

マクロ 説明 出力例

$__timeEpoch(column) $__timeEpochUNIX タイムスタン
プに変換する式に置き換えられ、
列の名前が time に変更されます

UNIX_TIMESTAMP(dateColumn) 
as "time"

$__timeFilter(column) $__timeFilterパネルの時
間範囲に基づいてデータを (を

使用してcolumn) フィルタ
リングする条件を作成します

time BETWEEN 
'2017-07-18T11:15:52Z' AND 
'2017-07-18T11:15:52Z'
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マクロ 説明 出力例

$__timeFrom() $__timeFromパネルの範囲の現在
の開始時間を引用符で出力します

'2017-07-18T11:15:52Z'

$__timeTo() $__timeToパネルの範囲の現在
の終了時間を引用符で出力します

'2017-07-18T11:15:52Z'

$__timeGroup(column, 
'1m')

$__timeGroupタイムスタンプをグ
ループ化して、グラフ上の各期間に 
1 ポイントだけになるようにします

floor(extract(epoch from 
time)/60)*60 AS "time"

$__schema $__schema 選択した
スキーマを使用します

public

$__table $__table指定されたテーブルを出
力します$__schema (デフォルトで
はパブリックスキーマを使用します)

sales

$__column $__column現在の列から
列を出力します$__table

date

$__unixEpochFilter(column)$__unixEpochFilter指定さ
れた列名を使用し、時間を Unix 
タイムスタンプとして表す時間
範囲フィルターに置き換えます

column >= 1624406400 AND 
column <= 1624410000

$__unixEpochGroup(column)$__unixEpochGroupUnix$__timeGroup
タイムスタンプとして保

存された時刻と同じですが

floor(time/60)*60 AS "time"

可視化

Redshift のほとんどのクエリは、テーブルビジュアライゼーションで表現するのが一番です。どのクエリ
もテーブルにデータを表示します。クエリできる場合は、テーブルに入れることができます。

この例は、テーブルビジュアライゼーションの結果を返します。

SELECT {column_1}, {column_2} FROM {table};

時系列とグラフの視覚化

時系列とグラフの視覚化には、いくつかの要件があります。

• datedatetimeまたはタイプの列を選択する必要があります。
• date列は昇順 (使用ORDER BY column ASC) でなければなりません。
• 数値列を選択する必要があります。

よりわかりやすいグラフを作成するには、$__timeFilter$__timeGroup必ずおよびマクロを使用して
ください。

時系列クエリの例:

SELECT 
  avg(execution_time) AS average_execution_time, 
  $__timeGroup(start_time, 'hour'), 
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  query_type
FROM 
  account_usage.query_history
WHERE 
  $__timeFilter(start_time)
group by 
  query_type,start_time
order by 
  start_time,query_type ASC;

フィルモード

また、Grafana はデフォルト値のないフレームをオートコンプリートします。この値を設定するには、ク
エリエディターで Fill Value を変更します。

クエリを検査する

Grafana は Redshift がサポートしていないマクロをサポートしているため、完全にレンダリングされたク
エリは Redshift に直接コピーして貼り付けることができ、クエリInspector に表示されます。補間されたク
エリ全体を表示するには、「クエリInspector」メニューを選択すると、クエリ全体が「クエリ」タブに表
示されます。

テンプレートと変数

新しい Redshift クエリ変数を追加する方法の詳細については、「Redshift」を参照してくださいクエリ変
数を追加する (p. 551)。Redshift データソースを、使用可能なクエリのデータソースとして使用します。

Amazon Redshift テーブルからクエリされた値はすべて変数として使用できます。選択する値が多すぎる
と、パフォーマンスの問題が発生する可能性があるため、必ず避けてください。

変数を作成した後は、を使用してその変数を Redshift可変構文 (p. 550) クエリで使用します。変数の詳
細については、「」を参照してくださいテンプレートと変数 (p. 549)。

注釈

注釈 (p. 520)豊富なイベント情報をグラフの上に重ねることができます。パネルを選択するか、ダッシュ
ボードメニューから開く注釈ビューを使用して注釈クエリを追加することで、注釈を追加できます。

注釈を自動的に追加するクエリの例:

SELECT 
  time as time, 
  environment as tags, 
  humidity as text
FROM 
  $__table
WHERE 
  $__timeFilter(time) and humidity > 95

次の表は、注釈の例

名前 説明

Time 日付または時刻フィールドの名前。ネイティブ SQL の日付または
時刻データ型またはエポック値を含む列である可能性があります。

Timeend 終了日または時間フィールドのオプション名。ネイティブ SQL の日付ま
たは時刻データ型またはエポック値を含む列である可能性があります。
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名前 説明

Text イベントの説明フィールド。

Tags イベントタグにカンマで区切られた文字列
として使用するオプションのフィールド名。

AWS X-Ray
AWS X-Rayデータソースとして追加してからダッシュボードを作成するか、ExploreとX-Rayを使用してト
レース、分析、または洞察を調べてください。

Amazon マネージド Grafana では、GrafanaAWS ワークスペースコンソールのデータソース設定オプショ
ンを使用して X-Ray をデータソースとして追加できます。この機能により、既存の X-Ray アカウントを
検出して X-Ray をデータソースとして簡単に追加でき、X-Ray へのアクセスに必要な認証資格情報の構成
を管理できます。この方法を使用して認証を設定し、データソースとして X-Ray を追加することも、自己
管理型の Grafana サーバーと同じ方法でデータソースと必要な認証資格情報を手動で設定することもでき
ます。

トピック
• AWSデータソース設定を使用して X-Ray をデータソースとして追加 (p. 106)
• X-Ray データソースを手動で追加 (p. 107)
• X-Ray 設定 (p. 107)
• X-Ray データソースの使用 (p. 108)

AWSデータソース設定を使用して X-Ray をデータソースとして追加

AWSデータソース設定を使用するには、まず Amazon Managed Grafana コンソールを使用して、アカウ
ントまたは組織部門全体の X-Ray リソースを読み取るために必要な IAM ポリシーをワークスペースに付
与するサービスマネージド IAM ロールを有効にします。次に、Amazon マネージド Grafana ワークスペー
スコンソールを使用して X-Ray をデータソースとして追加します。

AWSデータソース設定を使用して X-Ray をデータソースとして追加するには

1. https://console.aws.amazon.com/grafana/ で Amazon マネージド Grafana コンソールを開きます。
2. ページの左上隅にあるメニューアイコンを選択し、「すべてのワークスペース」を選択します。
3. ワークスペースの名前を選択します。
4. ワークスペースの作成時にサービス管理権限の使用を選択しなかった場合は、顧客管理権限の使用

からサービス管理権限に変更して、GrafanaAWS ワークスペースコンソールのデータソース設定オ
プションを使用するための適切な IAM ロールとポリシーが有効になっていることを確認してくださ
い。そのためには、IAM ロールごとに編集アイコンを選択し、[サービス管理]、[変更を保存] の順に
選択します。詳細については、「AWSデータソースの Amazon マネージド Grafana の権限とポリ
シー (p. 725)」を参照してください。

5. [データソース] タブを選択します。次に、のチェックボックスを選択しAWS X-Ray、[アクション]、
[サービス管理ポリシーを有効にする] の順に選択します。

6. もう一度 [データソース] タブを選択し、AWS X-Ray行の [Grafana で設定] を選択します。
7. 必要に応じて IAM ID センターを使用して Grafana ワークスペースコンソールにサインインします。
8. GrafanaAWS ワークスペースコンソールの左側のナビゲーションバーでアイコンを選択し、次に 

[AWSサービス]、[X-Ray] を選択します。
9. X-Ray データソースのクエリ元となるデフォルトのリージョンを選択し、アカウントを選択して、

[データソースの追加] を選択します。
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X-Ray データソースを手動で追加

X-Ray データソースを手動で追加するには

1. Grafana コンソールのサイドメニューで、設定 (歯車) アイコンを一時停止し、「データソース」を選
択します。

2. [Add data source] (データソースを追加する) を選択する。
3. X-Ray データソースを選択します。必要に応じて、X-Ray検索ボックスに入力し始めると、検索しや

すくなります。

X-Ray 設定

名前 説明

[Name] (名前) データソース名。これがパネルとクエリのデータソースの表示方法です。

デフォルト デフォルトのデータソースでは、新しいパネル用に事前に選択されます。

デフォルト
リージョン

クエリエディタで領域を設定するために使用します (クエリごとに変更できます)。

認証プロバイ
ダ

認証情報を取得するプロバイダを指定します。

認証情報プロ
ファイル名

使用するプロファイルの名前を指定します (~/.aws/credentialsファイルを使用す
る場合)。デフォルトでは空白のままにします。

引き受けた
ロールの ARN

引き受けるロールの ARN を指定します。

外部ID 外部 ID で作成された別のアカウントで役割を引き受ける場合は、ここで外部 ID を指
定します。

認証

このセクションでは、X-Ray データソースに使用できるさまざまなタイプの認証について説明します。

IAM ロール

現在、X-Ray へのアクセスはすべて、公式AWS SDK を使用して Grafana ワークスペースバックエンドに
よってサーバー側で行われています。Grafana サーバーが稼働している場合はAWS、IAM ロールを使用で
き、認証は自動的に処理されます。

詳細については、「IAM ロール」を参照してください。

IAM ポリシー

Grafana が X-Ray データと EC2 タグ/インスタンス/リージョンを読み取るには、IAM 経由で権限を付与す
る必要があります。これらの権限を IAM ロールにアタッチし、組み込みの Grafana サポートを使用して
ロールを引き継ぐことができます。

次のコード例は、最小限のポリシーを示しています。

{ 
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  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "xray:BatchGetTraces", 
        "xray:GetTraceSummaries", 
        "xray:GetTraceGraph", 
        "xray:GetGroups", 
        "xray:GetTimeSeriesServiceStatistics", 
        "xray:GetInsightSummaries", 
        "xray:GetInsight", 
        "ec2:DescribeRegions" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    } 
  ]
}

AWS認証情報の例

Amazon マネージド Grafana では、認証情報ファイルによる方法を使用することはできません。

X-Ray データソースの使用

クエリエディタ

エディターの最も重要なフィールドはクエリタイプです。次の 4 つのクエリタイプがあります。

• トレースリスト (トレースインAWS)
• トレース統計
• トレース分析 (分析中AWS)
• インサイト

トレースリスト

トレースリストタイプでは、テーブルに表示されているトレースを検索できます。最初の列でトレース ID 
を選択すると、右側にトレースが開きます。エディタのクエリフィールドに注目してください。クエリを
記述したり、式をフィルターしたり、トレースビューに表示される 1 つのトレース ID を挿入したりでき
ます。フィルター式の詳細については、AWS X-Rayドキュメントを参照してください。

Note

トレースリストには、最初の 1000 件のトレースのみが表示されます。

トレース統計

トレース統計では、エラー、障害、スロットル、成功、および合計数に関する情報を示すグラフと表が表
示されます。クエリエディターの列フィールドを使用して、指定した列のみを表示できます。

トレース分析

トレース分析では、次の表を視覚化できます。

• 根本原因
• 応答時間

• 根本原因サービス (パス内の最後のサービス)
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• パス (複数パス)
• エラー

• 根本原因サービス (パス内の最後のサービス)
• [Path] (パス)
• エラーメッセージ

• 障害
• 根本原因サービス (パス内の最後のサービス)
• [Path] (パス)
• エラーメッセージ

• エンドユーザーへの影響
• URL
• HTTP ステータスコード

インサイト

インサイトでは、インサイトの概要表を見ることができます。 InsightId を選択すると、AWS管理コンソー
ルが表示されます。

アラート

X-Ray クエリは数値データを返すことができるため、アラートがサポートされます。詳細については、
「Grafana アラート (p. 566)」を参照してください。

Azure モニタ
Azure Monitor データソースは、Azure クラウドの複数のサービスをサポートしています。

• Azure Monitor サービスは、Azure リソースを監視するための単一ソースを提供するプラットフォーム
サービスです。詳細については、「Azure モニターサービスへのクエリ (p. 111)」を参照してくださ
い。

• Application Insightsサーバーは、複数のプラットフォームを使用するWeb開発者向けの拡張可能なアプ
リケーションパフォーマンス管理（APM）サービスであり、ライブWebアプリケーションを監視するた
めに使用できます。パフォーマンスの異常を自動的に検出します。詳細については、「アプリケーショ
ンインサイト分析サービスへのクエリ (p. 117)」を参照してください。

• Azure ログ分析 (または Azure ログ) を使用すると、Azure モニターによって収集されたログデータにア
クセスできます。詳細については、「Azure ログ分析サービスへのクエリ (p. 114)」を参照してくださ
い。

• アプリケーションインサイト分析サービスを使用して、Azure Log Analytics で使用されているのと同じ
クエリ言語を使用してアプリケーションインサイトデータをクエリします。詳細については、「アプリ
ケーションインサイト分析サービスへのクエリ (p. 117)」を参照してください。

データソースの追加

データソースは、4 つの異なるサービスのメトリックにアクセスできます。使用するサービスへのアクセ
スを設定できます。Azure AD で同じ認証情報を設定している場合は、複数のサービスに同じ認証情報を使
用することもできます。

• Azure モニター用の Azure Active Directory アプリケーションのセットアップガイド
• Azure ログ分析用の Azure Active Directory アプリケーションのセットアップガイド。
• アプリケーションインサイトのクイックスタートガイド
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1. Grafana のメインメニューからアクセスすると、新しくインストールしたデータソースを [データ
ソース] セクションにすぐに追加できます。次に、右上の [データソースの追加] ボタンを選択しま
す。Azure Monitor データソースは、データソースリストの [クラウド] セクションで選択できます。

2. 名前フィールドに、Grafana はデータソースの名前、Azure Monitorまたは次のような名前を自動
的に入力しますAzure Monitor - 3。複数のデータソースを設定する場合は、名前をよりわかりや
すいものに変更してください。

3. Azure Monitor を使用している場合は、Azure ポータルから 4 つの情報が必要です (詳細な手順につい
ては、前述のリンクを参照してください)。

• テナント ID (Azure アクティブディレクトリ、プロパティ、ディレクトリ ID)
• クライアント ID (Azure Active Directory、アプリケーション登録、アプリケーションの選択、アプ

リケーション ID)
• クライアントシークレット (Azure Active Directory、アプリ登録、アプリの選択、キー)
• デフォルトのサブスクリプションID (サブスクリプション、サブスクリプションの選択、概要、サ

ブスクリプションID)
4. これら 4 つの項目を Azure モニター API の詳細セクションのフィールドに貼り付けます。

• サブスクリプション ID はクエリごとに変更できます。データソースを保存してページを更新する
と、指定したクライアント ID で利用できるサブスクリプションのリストが表示されます。

5. Azure Log Analytics サービスも使用している場合は、これら 2 つの構成値を指定するか、前のステッ
プのクライアント ID とシークレットを再利用する必要があります。

• クライアント ID (Azure Active Directory、アプリケーション登録、アプリケーションの選択、アプ
リケーション ID)

• クライアントシークレット (Azure Active Directory、アプリ登録、アプリの選択、キー、キーの作
成、クライアントシークレットの使用)

6. アプリケーションインサイトを使用している場合は、Azure Portal から 2 つの情報が必要です (詳細な
手順については、前述のリンクを参照してください)。

• アプリケーション ID
• API キー

7. これら 2 つの項目を「アプリケーションインサイト API 詳細」セクションの適切なフィールドに貼り
付けます。

8. 「Save & Test」ボタンを選択して、構成の詳細が正しいことをテストします。

または、ステップ 4 で新しい Azure Active Directory アプリケーションを作成する場合は、Azure CLI を使
用してください。

az ad sp create-for-rbac -n "http://localhost:3000"

サービスの選択

パネルのクエリエディターで Azure Monitor データソースを選択したら、まずサービスを選択します。次
の 4 つのオプションがあります。

• Azure Monitor
• Application Insights
• Azure Log Analytics
• Insights Analytics

クエリエディターは、選択したオプションによって異なります。Azure モニターがデフォルトです。
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Azure モニターサービスへのクエリ

Azure Monitor サービスは、実行中のすべての Azure サービスのメトリックを提供します。Azure 上のアプ
リケーションのパフォーマンスを理解するのに役立ち、アプリケーションに影響する問題を事前に検出し
ます。

Azure Monitor の認証情報を使用して複数のサブスクリプションにアクセスできる場合は、まず適切なサブ
スクリプションを選択してください。

サービスから取得できる指標の例は次のとおりです。

• Microsoft.Compute/virtualMachines - Percentage CPU
• Microsoft.Network/networkInterfaces - Bytes sent
• Microsoft.Storage/storageAccounts - Used Capacity

クエリエディターでは、複数のディメンションをサポートする指標をクエリできます。複数のディメン
ションをサポートするメトリックとは、Azure Monitor がサポートするメトリックリストに表示されている
メトリックで、そのメトリックの [ディメンション] 列に 1 つ以上の値が表示されているメトリックです。

Azure Monitor のエイリアスによるレジェンドキーのフォーマット

Azure モニター API のデフォルトの凡例形式は次のとおりです。

metricName{dimensionName=dimensionValue,dimensionTwoName=DimensionTwoValue}

これらは長くてもかまいませんが、エイリアスを使用してこのフォーマットを変更できます。「Legend 
Format」フィールドでは、以下のエイリアスを自由に組み合わせることができます。

Azure モニターの例:

• Blob Type: {{ blobtype }}
• {{ resourcegroup }} - {{ resourcename }}

Azure モニターのエイリアスパターン

• {{ resourcegroup }}= リソースグループの値に置き換えられました
• {{ namespace }}= 名前空間の値に置き換えられました (たとえば、Microsoft.compute/

VirtualMachines)
• {{ resourcename }}= リソース名の値に置き換えられます
• {{ metric }}= メトリック名に置き換えられました (CPU パーセンテージなど)
• {{ dimensionname }}= 7.1以降のレガシー（後方互換性のため）は、最初のディメンションのキー/

ラベル（キー/ラベルでソートされたもの）に置き換えられました（たとえば、blobtype）
• {{ dimensionvalue }}= 7.1以降のレガシー（後方互換性のため）を最初のディメンションの値

（キー/ラベルでソート）に置き換えました（例：BlockBlob）
• {{ arbitraryDim }}= 7.1以降で使用可能で、対応するディメンションの値に置き換えられていま

す。 (たとえば、{{ blobtype }}は次のようになります BlockBlob)

Azure モニターのテンプレート変数の作成

メトリッククエリにサーバー、アプリケーション、センサー名などをハードコーディングする代わりに、
変数を代わりに使用できます。変数はダッシュボード上部のドロップダウン選択ボックスとして表示さ
れます。これらのドロップダウンボックスを使用して、ダッシュボードに表示されるデータを変更できま
す。
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Azure Monitor サービスはまだ複数の値をサポートしていないことに注意してください。複数の時系列 (た
とえば、server1 と server2 のメトリクス) を視覚化するには、複数のクエリを追加して、同じグラフまた
は同じテーブルに表示できるようにします。

Azure Monitor データソースプラグインには、変数編集ビューの [クエリ] フィールドで指定できる次のクエ
リが用意されています。これらを使用して変数のオプションリストを入力できます。

名前 説明

Subscriptions() サブスクリプションのリストを返します。

ResourceGroups() リソースグループのリストを返します。

ResourceGroups(12345678-aaaa-bbbb-
cccc-123456789aaa)

指定されたサブスクリプションのリソースグ
ループのリストを返します。

Namespaces(aResourceGroup) 指定されたリソースグループの名前空間のリ
ストを返します。

Namespaces(12345678-aaaa-bbbb-
cccc-123456789aaa, aResourceGroup)

指定されたリソースグループとサブスクリプ
ションの名前空間のリストを返します。

ResourceNames(aResourceGroup, aNamespace) リソース名のリストを返します。

ResourceNames(12345678-aaaa-bbbb-
cccc-123456789aaa, aResourceGroup, 
aNamespace)

指定されたサブスクリプションのリソース名
のリストを返します。

MetricNamespace(aResourceGroup, 
aNamespace, aResourceName)

メトリック名前空間のリストを返します。

MetricNamespace(12345678-aaaa-bbbb-
cccc-123456789aaa, aResourceGroup, 
aNamespace, aResourceName)

指定されたサブスクリプションのメトリッ
ク・ネームスペースのリストを返します。

MetricNames(aResourceGroup, aNamespace, 
aResourceName)

メトリック名のリストを返します。

MetricNames(12345678-aaaa-bbbb-
cccc-123456789aaa, aResourceGroup, 
aNamespace, aResourceName)

指定されたサブスクリプションのメトリクス
名のリストを返します。

例:

• Resource Groups クエリ:ResourceGroups()
• メトリック名変数を渡す:Namespaces(cosmo)
• テンプレート変数の連鎖:ResourceNames($rg, $ns)
• パラメータは引用しないでください。MetricNames(hg, Microsoft.Network/
publicIPAddresses, grafanaIP)

テンプレートとテンプレート変数の詳細については、「」を参照してくださいテンプレート (p. 550)。

サポートされている Azure モニターメトリクスのリスト

Azure Monitor API によって返されるすべてのメトリクスに値があるわけではありません。クエリを簡単に
作成できるように、Grafana データソースにはサポートされている Azure Monitor メトリクスのリストが
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あり、値がないメトリクスは無視されます。このリストは、Azure クラウドに新しいサービスとメトリッ
クが追加されると定期的に更新されます。

Azure モニタのアラート

Grafana アラートは Azure モニターサービスでサポートされています。これは Azure アラートのサ
ポートではありません。Grafana アラートの詳細については、「」を参照してくださいGrafana アラー
ト (p. 566)。

アプリケーションインサイトサービスのクエリ

アプリケーションインサイトのエイリアスによる凡例キーのフォーマット

デフォルトの凡例フォーマットは以下のとおりです。

metricName{dimensionName=dimensionValue,dimensionTwoName=DimensionTwoValue}

「Legend Format」フィールドでは、以下のエイリアスを自由に組み合わせることができます。

アプリケーションインサイトの例:

• city: {{ client/city }}
• {{ metric }} [Location: {{ client/countryOrRegion }}, {{ client/city }}]

Application Insights のエイリアスパターン

• {{ groupbyvalue }}= Grafana 7.1以降のレガシー（後方互換性のため）は、最初のディメンション
のキー/ラベル（キー/ラベルでソート）に置き換えられました

• {{ groupbyname }}= Grafana 7.1以降のレガシー（後方互換性のため）が最初のディメンションの値
（キー/ラベルでソートされた値）に置き換えられました（例：BlockBlob）

• {{ metric }}= メトリック名 (リクエスト数/カウントなど) に置き換えられました
• {{ arbitraryDim }}= 7.1以降で使用可能で、対応するディメンションの値に置き換えられていま

す。 (たとえば、{{ client/city }}シカゴになる)

Application Insights のフィルタ式

フィルターフィールドには OData フィルター式が渡されます。

例:

• client/city eq 'Boydton'
• client/city ne 'Boydton'
• client/city ne 'Boydton' and client/city ne 'Dublin'
• client/city eq 'Boydton' or client/city eq 'Dublin'

Application Insights の変数を含むテンプレート

変数編集ビューの「クエリ」フィールドで、次のクエリのいずれかを使用します。

テンプレートとテンプレート変数の詳細については、「」を参照してくださいテンプレート (p. 550)。

名前 説明

AppInsightsMetricNames() メトリック名のリストを返します。
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名前 説明

AppInsightsGroupBys(aMetricName)group by指定されたメトリック名の句のリストを返します。

例:

• メトリック名クエリ:AppInsightsMetricNames()
• メトリック名変数を渡す:AppInsightsGroupBys(requests/count)
• テンプレート変数の連鎖:AppInsightsGroupBys($metricnames)

Application Insights のアラート

Grafana アラートはアプリケーションインサイトでサポートされています。これは Azure アラートのサ
ポートではありません。Grafana アラートの詳細については、「」を参照してくださいGrafana アラー
ト (p. 566)。

Azure ログ分析サービスへのクエリ

クエリは、新しい Azure ログ分析 (または KustoDB) クエリ言語で記述されます。Log Analytics クエリ
は、時系列データまたはテーブルデータとしてフォーマットできます。

認証情報から複数のサブスクリプションにアクセスできる場合は、クエリを入力する前に適切なサブスク
リプションを選択してください。

時系列クエリ

時系列クエリは、グラフパネルとパネルなどの他のパネルを対象としています。 SingleStat 各クエリに
は、少なくとも 1 つの日時列と数値列が含まれている必要があります。結果は datetime カラムで昇順に並
べ替えられなければなりません。

次のコード例は、時間ごとにグループ化された集計数を返すクエリを示しています。

Perf
| where $__timeFilter(TimeGenerated)
| summarize count() by bin(TimeGenerated, 1h)
| order by TimeGenerated asc

クエリには、数値以外/日時以外の列を 1 つ以上含めることもできます。これらの列はディメンショ
ンと見なされ、応答のラベルになります。たとえば、時間ごとにグループ化された集計数を返すクエ
リ、Computer、 CounterNameおよび

Perf
| where $__timeFilter(TimeGenerated)
| summarize count() by bin(TimeGenerated, 1h), Computer, CounterName
| order by TimeGenerated asc

その他の数値列を選択することもできます (複数のディメンションの有無にかかわらず)。たとえば、時間
ごとのカウントと平均値を求めると CounterName InstanceName、コンピューター、

Perf
| where $__timeFilter(TimeGenerated)
| summarize Samples=count(), ["Avg Value"]=avg(CounterValue) 
    by bin(TimeGenerated, $__interval), Computer, CounterName, InstanceName
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| order by TimeGenerated asc

Note

ヒント:前述のクエリでは、KustoSamples=count()["Avg Value"]=... 構文とを使用し
て列の名前を変更します。2 つ目の構文では、スペースを空けることができます。これによ
り、Grafana が使用するメトリクスの名前が変更されます。その結果、シリーズの凡例や表の
列などは、指定した内容と一致します。この例では、Samplesの代わりにが表示されていま
す_count。

テーブルクエリ

テーブルクエリは主にテーブルパネルで使用され、列と行のリストが表示されます。このクエリ例では、
指定した 6 つの列を含む行が返されます。

AzureActivity
| where $__timeFilter()
| project TimeGenerated, ResourceGroup, Category, OperationName, ActivityStatus, Caller
| order by TimeGenerated desc

ログ分析の表示名のフォーマット

デフォルトの表示名形式は次のとおりです。

metricName{dimensionName=dimensionValue,dimensionTwoName=DimensionTwoValue}

これは、表示名フィールドオプションを使用してカスタマイズできます。

Azure ログ分析マクロ

クエリを簡単に作成できるように、Grafana にはクエリの where 句で使用できるマクロがいくつか用意さ
れています。

• $__timeFilter()— GrafanaTimeGenerated ≥ datetime(2018-06-05T18:09:58.907Z) 
andTimeGenerated ≤ datetime(2018-06-05T20:09:58.907Z) タイムピッカーの開始日時と終
了日時が表示される場所に展開されます。

• $__timeFilter(datetimeColumn)— GrafanadatetimeColumn ≥ 
datetime(2018-06-05T18:09:58.907Z) anddatetimeColumn ≤ 
datetime(2018-06-05T20:09:58.907Z) タイムピッカーの開始日時と終了日時が表示される場所
に展開されます。

• $__timeFrom()— Grafana ピッカーから開始日時を返します。例え
ば、datetime(2018-06-05T18:09:58.907Z) などです。

• $__timeTo()— Grafana ピッカーから開始日時を返します。例え
ば、datetime(2018-06-05T20:09:58.907Z) などです。

• $__escapeMulti($myVar)— 不正な文字を含む複数値のテンプレート変数で使用します。文字列とし
て次の 2$myVar つの値がある場合は'\\grafana-vm\Network(eth0)\Total','\\hello!'、@'\
\grafana-vm\Network(eth0)\Total', @'\\hello!'次のように展開されます。単一値の変数
を使用する場合、このマクロは不要です。代わりに変数をインラインでエスケープしてください:@'\
$myVar'.

• $__contains(colName, $myVar)— 複数値のテンプレート変数で使用します。$myVar値がある場
合は'value1','value2'、colName in ('value1','value2')次のように展開されます。

[すべて] オプションを使用する場合は、[すべてのオプションを含める] チェックボックスをオンにし、
[すべての値をカスタマイズ] フィールドに次の値を入力しますall。$myVar値がある場合all、マクロ
は代わりにに展開されます1 == 1。多数のオプションを含むテンプレート変数の場合、これによって大
きな「where.. in」句を作成する必要がなくなるため、クエリのパフォーマンスが向上します。
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Azure ログ分析組み込み変数

Azure ログ分析クエリで使用できる Grafana 変数もいくつかあります。

• $__interval-Grafana は、クエリ内の時間別にグループ化できる最小タイムグレインを計算しま
す。この関数は、bin1h 関数で使用できる、5mまたはなどのタイムグレインを返しますsummarize 
count() by bin(TimeGenerated, $__interval)。区切り変数の詳細については、「」を参照し
てください間隔変数の追加 (p. 555)。

Azure ログ分析用の変数を使ったテンプレート

値のリストを返すログ分析クエリはすべて、変数編集ビューのクエリフィールドで使用できます。Log 
Analytics には、ワークスペースのリストを返す Grafana 関数も 1 つあります。

テンプレートとテンプレート変数の詳細については、を参照してくださいテンプレートと変数 (p. 549)。

名前 説明

workspaces() デフォルトサブスクリプションのワークスペースのリストを返しま
す。

workspaces(12345678-
aaaa-bbbb-
cccc-123456789aaa)

指定されたサブスクリプションのワークスペースのリストを返します 
(パラメーターは引用符で囲んでも囲まなくてもかまいません)。

次の表に変数クエリの例を示します。

Query 説明

subscriptions() Azure サブスクリプションのリストを
返します。

workspaces() デフォルトサブスクリプションのワー
クスペースのリストを返します。

workspaces("12345678-aaaa-bbbb-
cccc-123456789aaa")

指定されたサブスクリプションのワー
クスペースのリストを返します。

workspaces("$subscription") サブスクリプションパラメータ用のテ
ンプレート変数付き。

workspace("myWorkspace").Heartbeat \| distinct 
Computer

仮想マシンのリストを返します。

workspace("$workspace").Heartbeat \| distinct 
Computer

テンプレート変数を含む仮想マシンの
リストを返します。

workspace("$workspace").Perf \| distinct 
ObjectName

Perf テーブルからオブジェクトのリス
トを返します。

workspace("$workspace").Perf \| where 
ObjectName == "$object" \| distinct 
CounterName

Perf テーブルからメトリック名のリス
トを返します。

次のコード例は、変数を使用した時系列クエリを示しています。
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Perf
| where ObjectName == "$object" and CounterName == "$metric"
| where TimeGenerated >= $__timeFrom() and TimeGenerated <= $__timeTo()
| where  $__contains(Computer, $computer)
| summarize avg(CounterValue) by bin(TimeGenerated, $__interval), Computer
| order by TimeGenerated asc

Grafana パネルから Azure Portal のログ分析クエリエディターへのディープリンク

パネルで時系列を選択すると、コンテキストメニューに [Azure Portal で表示] へのリンクが表示されま
す。そのリンクを選択すると、Azure Portal で Azure Log Analytics クエリエディターが開き、そこの 
Grafana パネルからクエリが実行されます。

現在 Azure Portal にログインしていない場合は、リンクをクリックするとログインページが開きます。提
供されたリンクはどのアカウントにも有効ですが、クエリで指定された Azure Log Analytics ワークスペー
スにアカウントがアクセスできる場合にのみクエリが表示されます。

Azure ログ分析アラート

Grafana アラートはアプリケーションインサイトでサポートされています。これは Azure アラートの
サポートではありません。Grafana ワークスペースでのアラートの詳細については、を参照してくださ
いGrafana アラート (p. 566)。

アプリケーションインサイト分析サービスへのクエリ
サービスタイプを Insights Analytics に変更すると、Log Analytics サービスと同様のエディタが使用可
能になります。このサービスも Kusto 言語を使用しているため、データをクエリする手順はと同じです
がAzure ログ分析サービスへのクエリ (p. 114)、代わりに Application Insights Analytics データをクエリ
する点が異なります。

Cloudflare
Cloudflareは最大級の権威あるDNSネットワークを運営しています。AmazonマネージドGrafana データ
ソース用のCloudfare DNSにより、CloudflareユーザーはクラウドフレアのエッジからDNSトラフィックを
確認することができます。Cloudflareのデータソースを使用すると、DNSトラフィックを地域、レイテン
シー、レスポンスコード、クエリタイプ、ホスト名で監視および探索できます。

要件
アマゾンマネージドGrafana クラウドフレアにはクラウドフレアアカウントが必要です。他の外部依存関
係、アカウント、または構成は必要ありません。

機能
アマゾンマネージドGrafana クラウドフレアでは、DNSトラフィックをすばやく確認できます。Cloudflare
の高頻度監視サービスにより、クエリレートとレイテンシーを即座に可視化できます。

サポートされるメトリクス

• 1 秒あたりのクエリ数 (ディメンションとフィルター別)
• DNS レイテンシーモード

GitHub
GitHub プラグインは GitHub V4 パッケージを使用します。 GitHub このデータソースにより、 GitHub V4 
API データを Amazon マネージド Grafana ダッシュボードに視覚的に表示できます。
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GitHub データソースの追加

GitHub ワークスペースにデータソースを追加するには、次の手順を実行します。

1. Grafana コンソールのサイドメニューに移動し、設定 (歯車) アイコンを選択します。
2. [データソース] を選択しGitHub、検索フィールドで検索します。
3. 検索結果のリストからを選択し GitHub 、[データを追加] を選択します。
4. 設定ページで、必要な設定オプションを入力する必要があります。必要な構成設定については、を参

照してください設定 (p. 118)。
5. 新しいアクセストークンを作成するには、[個人アクセストークン] を選択し、 GitHub アクセストーク

ンを作成します。

「個人アクセストークンの新規作成」ページの 「スコープの選択」フィールドで、クンのクンのクン
のンの (p. 119)セクションにリストされている必要なリポジトリを選択します。

6. 作成したアクセストークンをコピーして、アクセストークンフィールドに貼り付けます。アクセス
トークンフィールドが入力を受け付けない場合は、まずリセットボタンを選択してください。

アクセストークンを入力すると、このフィールドには「設定済み」と表示され、毎回新しいアクセス
トークンを入力する必要はありません。

7. [保存してテスト] を選択します。
8. GitHub データソースが正常に追加されると、緑色の OK 応答が表示されます。

GitHub 変数

GitHub 変数を使用すると、パネル内の値を定義済みの値に置き換えることができます。

クエリ内の変数を参照して、queryユーザーがやなどのパラメーターを設定できますrepository。

GitHub 変数の使用例

GitHub 注釈

注釈はイベントをグラフ上に重ね合わせます。注釈を使用すると、以下を表示できます。

• コミット
• 問題点
• プルリクエスト
• リリース
• タグ

すべての注釈では、注釈に表示するフィールドと、イベントが発生した時刻を表すフィールドを選択する
必要があります。

設定

GitHub データソースには、次の必須およびオプションの構成設定があります。

設定 必須

アクセストークン true
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設定 必須

既定の組織 false

デフォルトリポジトリ true

GitHub エンタープライズ URL false

新しいアクセストークンを作成するには、[個人アクセストークン] に移動し、[新しいトークンを生成] を
選択します。

クンのクンのクンのンの

すべてのリポジトリに、次のアクセストークンの権限設定を含めてください。

• public_repo

• repo:status

• repo deployment

• user:read

• user:email

プライベートリポジトリの場合、追加の設定が必要です。

repo (Full control of private repositories)

スカラー型

GitHub GraphQL ベースのスカラーを使用します。 GitHub スカラー型の詳細については、を参照してくだ
さいhttps://docs.github.com/en/graphql/reference/scalars。

グラファイト
Grafana には高度な Graphite クエリエディターが搭載されており、メトリックスペースをすばやくナビ
ゲートしたり、関数を追加したり、関数パラメーターを変更したりすることができます。エディタはあら
ゆる種類のグラファイトクエリを処理できます。クエリ参照を使用することで、複雑なネストされたクエ
リを処理することもできます。

グラファイト設定

グラファイト設定にアクセスするには、設定 (歯車) アイコンを一時停止し、[データソース] を選択してか
ら、グラファイトデータソースを選択します。

名前 説明

Name データソース名。これがパネルとクエ
リのデータソースの表示方法です。

Default デフォルトのデータソースでは、新し
いパネル用に事前に選択されます。

URL グラファイトウェブまたはグラファイ
トAPIインストールのHTTPプロトコ
ル、IP、およびポート。
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名前 説明

Access サーバー (デフォルト) = URL は 
Grafana バックエンド/サーバーからア
クセスできる必要があります。

Auth  

Basic Auth データソースへの基本認証を有効にし
ます。

User 基本認証のためのユーザー名。

Password 基本認証のためのパスワード。

Custom HTTP Headers [ヘッダーの追加] を選択してカスタム 
HTTP ヘッダーを追加します。

Header カスタムヘッダー名を入力します。

Value カスタムヘッダー値を入力します。

Graphite details  

Version お使いのグラファイトのバージョンを
選択してください。

Type グラファイトの種類を選択してくださ
い。

アクセスモードは、データソースへのリクエストの処理方法を制御します。他に何も記載がない場合は、
サーバーを使用することをお勧めします。

サーバーアクセスモード (デフォルト)

リクエストはすべてブラウザから Amazon Managed Grafana に送信されます。Amazon Managed Grafana 
はリクエストをデータソースに転送するため、クロスオリジンリソースシェアリング (CORS) の要件を回
避できます。このアクセスモードを選択する場合、URL には Amazon マネージド Grafana からアクセス
できる必要があります。

ブラウザアクセスモード

Amazon マネージド Grafana は、グラファイトデータソースへのブラウザ直接アクセスをサポートしてい
ません。

Graphite クエリエディタ
Grafana には、クエリの作成に役立つ Graphite 固有のクエリエディターが含まれています。

Graphiteに送信されたクエリの未加工のテキストを表示するには、テキスト編集モードの切り替え（鉛
筆）アイコンを選択します。

クエリする指標の選択

[指標を選択] を選択して指標空間をナビゲートします。起動した後も、引き続きポインタまたはキーボー
ドの矢印キーを使用できます。ワイルドカード文字を選択しても続行できます。

関数

関数を追加するには、「機能」の横にあるプラスアイコンを選択します。関数を検索するか、メニュー
から選択できます。関数を選択すると、その関数が追加され、最初のパラメータのテキストボックスに
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フォーカスが移ります。パラメータを編集または変更するには、パラメータを選択するとテキストボック
スになります。-関数を削除するには、関数名を選択し、続けて x アイコンをクリックします。

などの一部の関数はaliasByNode、オプションの 2 番目の引数をサポートしています。引数を追加する
には、最初の引数で一時停止し、+表示される記号を選択します。2 番目のオプションパラメータを削除す
るには、そのパラメータを選択して空白のままにします。エディターはそれを削除します。

ラベルをソートする

一貫した順序にしたい場合は、を使用してくださいsortByName。これは、複数のグラフに同じラベルが
あり、両方が異なってソートされ、異なる色を使用している場合に厄介な場合があります。これを修正す
るには、を使用してくださいsortByName()。

ネストされたクエリ

クエリは入力されている行文字で参照できます (Microsoft Excel と同様)。グラフに 2 つ目のクエリを追加
する場合、#A を入力して最初のクエリを参照できます。これにより、複合クエリを作成するのに便利で
す。

ワイルドカード文字の使用による多くのクエリの回避

場合によっては、同じグラフに複数の時系列をプロットしたくなることがあります。たと
えば、マシンで CPU がどのように使用されているかを確認したい場合があります。最初
に、、などcpu.percent.user.g、時系列ごとにクエリを追加してグラフを作成できま
す。cpu.percent.system.gその結果、データソースに対して n 回のクエリが行われ、非効率的です。

より効率的に検索するには、ワイルドカード文字を使用して、1 つのクエリですべての時系列を返すこと
ができます。例えば、cpu.percent.*.g。

表またはグラフの指標名の変更

alias関数を使用して、Grafana のテーブルまたはグラフのメトリック名を変更します 
(例:、aliasByNode())aliasSub()。

ポイント統合

Graphiteのすべてのメトリックは統合されているため、Graphiteはグラフ内のピクセル数よりも多くの
データポイントを返しません。デフォルトでは、avgこの統合は関数を使用して行われます。Graphiteの
ConsolidateBy関数を追加することで、Graphiteがメトリックを統合する方法を制御できます。

Note

つまり、凡例の集計値 (最大、最小、合計) をすべて同時に正しくすることはできません。これら
は Grafana によってクライアント側で計算されます。また、統合機能によっては、同時に修正で
きるのは1つまたは2つだけです。

時系列の組み合わせ

時系列を結合するには、関数リストで「結合」を選択します。

データ探索とタグ

グラファイトでは、すべてがタグです。

データを探索する場合、以前に選択したタグを使用して残りの結果セットをフィルタリングします。デー
タを選択するには、タグ式 (、=!==~、!=~)seriesByTag を使用して時系列をフィルタリングする関数
を使用します。

タグを選択すると、Grafana クエリビルダーが自動的にこれを行います。
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Note

ヒント:カーディナリティの高いタグでは正規表現による検索が遅くなることがあるため、最初
に他のタグを使用して範囲を狭めるようにしてください。特定の名前または名前空間で開始する
と、結果を減らすのに役立ちます。

テンプレート変数

メトリッククエリにサーバー、アプリケーション、センサー名などをハードコーディングする代わりに、
変数を代わりに使用できます。変数はダッシュボード上部のドロップダウン選択ボックスとして表示さ
れます。これらのドロップダウンボックスを使用して、ダッシュボードに表示されるデータを変更できま
す。

テンプレートとテンプレート変数の詳細については、「」を参照してくださいテンプレートと変
数 (p. 549)。

タグ値を使用して変数を作成するには、Grafanatags 関数とを使用しますtag_values。

Query 説明

tags() すべてのタグを
返します。

tags(server=~backend\*) フィルター式に
一致する連続す
るタグのみを返
します。

tag_values(server) 指定されたタグ
のタグ値を返し
ます。

tag_values(server, server=~backend\*) 指定したタグに
ついて、それら
の式に一致する
系列に含まれる
フィルター済み
のタグ値を返し
ます。

tag_values(server, server=~backend\*, app=~${apps:regex}) 複数のフィル
ター式と式に他
の変数を含める
ことができま
す。

詳細については、タグのオートコンプリート API に関する Graphite ドキュメントを参照してください。

クエリ変数

クエリフィールドに指定するクエリは、メトリック検索タイプのクエリでなければなりません。たとえ
ば、prod.servers.*のようなクエリでは、ワイルドカード位置にある可能性のあるすべての値を変数に
入力します。

定義に他の変数を使用するネスト変数を作成することもできます。たとえば、apps.
$app.servers.*$appクエリ定義で変数を使用します。
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__searchFilterクエリー変数結果のフィルタリングに使用

__searchFilterクエリフィールドでを使用すると、ドロップダウンセレクトボックスに入力した内容に
基づいてクエリ結果がフィルタリングされます。何も入力しない場合、__searchFilterのデフォルト値
はで*、正規表現の一部として使用される場合は ``がデフォルト値になります。

次の例は、__searchFilterクエリフィールドの一部として使用して、serverユーザーがドロップダウ
ンセレクトボックスにテキストを入力しているときに検索を有効にする方法を示しています。

Query

apps.$app.servers.$__searchFilter

TagValues

tag_values(server, server=~${__searchFilter:regex})

可変使用法

変数はメトリックノードパスで使用することも、関数のパラメーターとして使用することもできます。

次の 2 つの構文があります。

• $<varname>例:アプリ.フロントエンド。 $server.requests.count
• ${varname}例:アプリ.フロントエンド。 $ {server} .requests.count

なぜ二通りの方法なの？ 最初の構文は読み書きが簡単ですが、単語の途中で変数を使用することはできま
せん。2 番目の構文は、my.server${serverNumber}.countなどの式で使用してください。

タグクエリでの変数の使用

タグクエリの複数値変数は、Grafana 5.0 で導入された変数用の高度なフォーマット構文を使用しま
す{var:regex}。タグ以外のクエリでは、複数値の変数にはデフォルトのグロブフォーマットが使用され
ます。

次のコード例は、正規表現形式で Equal Tilde 演算子を使用したタグ式を示しています=~。

server=~${servers:regex}

詳細については、「可変形式オプション (p. 560)」を参照してください。

注釈

注釈を使用すると、豊富なイベント情報をグラフの上に重ねることができます。注釈クエリは、ダッシュ
ボードメニュー/注釈ビューから追加します。詳細については、「注釈 (p. 520)」を参照してください。

Graphiteは、注釈をクエリする2つの方法をサポートしています。

• 通常のメトリッククエリ。これには、Graphiteクエリテキストボックスを使用します。
• グラファイトイベントクエリ。そのためには、Graphite event tagsテキストボックスを使用して、

タグまたはワイルドカード文字を指定します (空欄にしておいても問題ありません)。
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グーグル BigQuery
Google BigQuery をバックエンドデータベースとしてサポートします。

Note

Amazon マネージド Grafana には、の 2 つの異なるデータソースが含まれていますBigQuery。現
在のデータソースは Grafana Labs からのものです。古く、現在積極的にサポートされていない
データソースは、DoIT International からのものです。新しいデータソースは、Grafana Labs が提
供するデータソースを使用する必要があります。既存のクエリを移行する方法については、を参
照してくださいDoIt BigQuery DataSource インターナショナルプラグインで作成されたクエリの
インポート (p. 126)。

機能:

• クエリ設定
• raw SQL エディタ
• クエリビルダー
• マクロのサポート
• その他の機能
• テーブルビュー
• 注釈
• 変数内の BQ クエリ
• 共有テーブル
• パーティションテーブル
• きめ細かなスロット割り当て (定額制のプロジェクトでクエリを実行する)

データソースの追加

1. Amazon マネージド Grafana ワークスペースで Grafana コンソールを開き、ログインしていることを
確認します。

2. サイドメニューの「設定」(歯車アイコン) で、「データソース」を選択します。
3. [Add data source] (データソースを追加する) を選択する。

Note

サイドメニューに [データソース] リンクが表示されない場合は、Admin現在のユーザーにそ
のロールがないことを意味します。

4. データソースのリストから「Google BigQueryby Grafana Labs」を選択します。
5. 次の情報を入力します。

• [名前] に、データソース名を入力します。
• デフォルトは、新しいパネル用に事前に選択されていることを意味します。
• [サービスアカウントキー] に、GCP プロジェクトのサービスアカウントキーファイルを入力しま

す。これを作成する方法については、このドキュメントの後半で説明します。

INTERACTIVEクエリの優先度を設定することも、BATCHデータソースごとに設定することもできます。

認証

BigQuery プラグインを認証するには、Google JWT ファイルをアップロードします。データを表示したい
プロジェクトの Google Cloud Platform（GCP）サービスアカウントを作成する必要があります。Amazon 
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マネージド Grafana データソースは 1 つの GCP プロジェクトと統合されます。複数の GCP プロジェク
トのデータを視覚化する場合は、サービスアカウントに各プロジェクトの権限を付与するか、GCP プロ
ジェクトごとに 1 つのデータソースを作成できます。

API を有効にする

BigQuery API に移動し、API を有効にします。

プロジェクトの GCP サービスアカウントを作成する

プロジェクトの GCP サービスアカウントを作成するには

1. API とサービスの認証情報ページに移動します。
2. [認証情報の作成] を選択し、[サービスアカウントキー] を選択します。
3. 「サービスアカウントキーの作成」ページで、キータイプ JSON を選択します。次に、[サービスアカ

ウント] ドロップダウンで、[新しいサービスアカウント] オプションを選択します。
4. [サービスアカウント名] フィールドにサービスアカウントの名前を入力し、[ロール] BigQuery 

BigQueryドロップダウンからデータビューアーロールとJob ユーザーロールを選択します。
5. [作成] を選択します。JSON キーファイルが作成され、コンピューターにダウンロードされます。こ

のファイルは、 BigQuery データにアクセスできる安全な場所に保管してください。
6. データソース設定ページの Amazon マネージド Grafana にアップロードします。ファイルをアップ

ロードするか、その内容を貼り付けることができます。
7. ファイルの内容は暗号化され、Grafana データベースに保存されます。ファイルをアップロードした

ら、忘れずに保存してください。

クエリビルダーの使用

クエリビルダーは、クエリをすばやく作成するのに役立つ、シンプルでありながらユーザーフレンドリー
なインターフェースを提供します。ビルダーでは、クエリの基本的な部分を定義できます。一般的なもの
は次のとおりです。

• クエリの実行元となるテーブル。
• 時間フィールドとメトリックフィールド
• WHERE 句:あらかじめ定義されているマクロのいずれかを使用して記述時間を短縮することも、独自の

式を設定することもできます。現在サポートされているマクロは次のとおりです。
• マクロ $__タイムファイラー (過去 7 日間の例)

WHERE `createDate` BETWEEN TIMESTAMP_MILLIS (1592147699012) AND TIMESTAMP_MILLIS 
 (1592752499012) AND _PARTITIONTIME >= '2020-06-14 18:14:59' AND _PARTITIONTIME < 
 '2020-06-21 18:14:59'

• マクロ $__timeFrom (過去 7 日間の例)

WHERE `createDate` > TIMESTAMP_MILLIS (1592223758609)  AND _PARTITIONTIME >= 
 '2020-06-15 15:22:38' AND _PARTITIONTIME < '2020-06-22 15:22:38'

• マクロ $__過去 7 日間の所要時間

WHERE `createDate` < TIMESTAMP_MILLIS (1592828659681)  AND _PARTITIONTIME >= 
 '2020-06-15 15:24:19' AND _PARTITIONTIME < '2020-06-22 15:24:19'

• GROUPBY オプション:定義済みのマクロを使用するか、クエリのフィールドの 1 つを使用できま
す。time ($_interval, none)

• オプションで注文
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Note

注:処理場所が米国の既定の場所でない場合は、クエリビルダーの右上にある [処理場所] ドロップ
ダウンから場所を設定します。

トラブルシューティング
クエリをトラブルシューティングするには、クエリビルダーの上部にあるクエリInspector を使用します。
これにより、クリーンなクエリを確認したり、SQL エラーをトラブルシューティングしたりできます。

DoIt BigQuery DataSource インターナショナルプラグインで作成されたクエリの
インポート
DoIt International BigQuery プラグインを使用する既存のクエリがある場合は、データソースを Grafana に
変更することでそれらのクエリをインポートできます BigQuery。クエリは未加工の SQL クエリとしてイ
ンポートされます。

Google Cloud Monitoring
Note

Grafana の以前のバージョンでは、このデータソースは Google スタックドライバーという名前で
した。

Google Cloud モニタリングのデータソースを追加すると、Google Cloud モニタリング指標のダッシュ
ボードを作成できます。

データソースの追加

1. 上部のヘッダーにある Grafana アイコンを選択してサイドメニューを開きます。
2. サイドメニューの [ダッシュボード] リンクの下に、[データソース] リンクがあります。
3. 上部のヘッダーにある [+ データソースの追加] ボタンを選択します。
4. 「タイプ」ドロップダウンリストから「Google Cloud モニタリング」を選択します。
5. サービスアカウントキーファイルをアップロードまたは貼り付けます。サービスアカウントキーファ

イルを作成する手順については、このドキュメントの後半を参照してください。

Note

サイドメニューに [データソース] リンクが表示されない場合、Admin現在のユーザーにはその
ロールがありません。

名前 説明

Name データソース名。これは、パネルやクエリでデータソースを参照する方法です。

Default デフォルトのデータソースでは、新しいパネル用に事前に選択されます。

Service 
Account Key

GCP プロジェクトのサービスアカウントキーファイル。作成方法については、この
ドキュメントの後半の手順を参照してください。

認証
Google Cloud モニタリングプラグインを認証するには 2 つの方法があります。

• Google JWT ファイルをアップロードする
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• Google メタデータサーバーから認証情報を自動的に取得する

後者のオプションは、GCE 仮想マシンで Grafana を実行している場合にのみ使用できます。

Google サービスアカウントキーファイルを使用する

Google Cloud モニタリング API で認証するには、データを表示したいプロジェクトの Google Cloud 
Platform（GCP）サービスアカウントを作成する必要があります。Grafana データソースは 1 つの GCP プ
ロジェクトと統合されます。複数の GCP プロジェクトのデータを視覚化するには、GCP プロジェクトご
とに 1 つのデータソースを作成する必要があります。

API を有効にする

まず、次の API を有効にする必要があります。

• モニタリング API
• クラウドリソースマネージャー API

表示されたリンクを選択してから、[有効に] ボタンを選択します。

プロジェクトの GCP サービスアカウントの作成

1. 「API とサービス認証情報」ページに移動します。
2. 「認証情報の作成」ドロップダウン/ボタンを選択し、「サービスアカウントキー」オプションを選択

します。

{{< docs-imagebox img=」/img/docs/v71/cloudmonitoring_create_service_account_button.png "class=" 
docs-image—no-shadow」caption= "サービスアカウント作成ボタン」>}}

3. [サービスアカウントキーの作成] ページで、キータイプを選択しますJSON。次に、「サービスアカウ
ント」ドロップダウンリストで、「新規サービスアカウント」オプションを選択します。

{{< docs-imagebox img=」/img/docs/v71/cloudmonitoring_create_service_account_key.png "class=" 
docs-image—no-shadow」caption= "サービスアカウントキーの作成」>}}

4. いくつかの新しいフィールドが表示されます。[サービスアカウント名] フィールドにサービスアカウ
ントの名前を入力し、[ロール] ドロップダウンリストから監視ビューアーロールを選択します。

{{< docs-imagebox img=」/img/docs/v71/cloudmonitoring_service_account_choose_role.png "class=" 
docs-image—no-shadow」caption=「役割を選択」>}}

5. [Create Server (サーバーの作成)] ボタンを選択します。JSON キーファイルが作成され、コンピュー
ターにダウンロードされます。Google Cloud モニタリングデータにアクセスできるため、このファイ
ルは安全な場所に保管してください。

6. データソース設定ページの Grafana にアップロードします。ファイルをアップロードするか、ファイ
ルの内容を貼り付けることができます。

{{< docs-imagebox img=」/img/docs/v71/cloudmonitoring_grafana_upload_key.png "class=" docs-
image—no-shadow」caption= "サービスキーファイルを Grafana にアップロード」>}}

7. ファイルの内容は暗号化され、Grafana データベースに保存されます。ファイルをアップロードした
ら、忘れずに保存してください！

{{< docs-imagebox img=」/img/docs/v71/cloudmonitoring_grafana_key_uploaded.png "class=" docs-
image—no-shadow」caption= "サービスキーファイルが Grafana にアップロードされました」>}}

クエリエディタの使用
Google Cloud Monitoring クエリエディタでは、指標とサービスレベル目標（SLO）の 2 種類のクエリを作
成できます。どちらのタイプも時系列データを返します。
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メトリクスクエリ

指標クエリエディターでは、指標を選択したり、ラベルや時間別にグループ化/集計したり、フィルターを
使用して結果に含める時系列を指定したりできます。

メトリクスクエリを作成するには、以下の手順に従います。

1. 「クエリタイプ」ドロップダウンリストで「メトリクス」オプションを選択します。
2. 「プロジェクト」ドロップダウンリストからプロジェクトを選択します。
3. サービスドロップダウンリストから Google Cloud Platform サービスを選択します。
4. [メトリクス] ドロップダウンリストからメトリクスを選択します。
5. フィルターを追加または削除したり、条項ごとにグループ化したりするには、フィルターとグループ

ごとにグループ化するセクションのプラスアイコンとマイナスアイコンを使用します。この手順は省
略可能です。

Google Cloud Monitoring の指標にはさまざまな種類（GAUGE、DELTA、CUMULATIVE）があり、これら
の種類ではさまざまな集計オプション（リデューサーとアライナー）がサポートされています。Grafana 
クエリエディターには、選択した指標で使用可能な集計方法のリストが表示され、指標を選択するとデ
フォルトのレデューサーとアライナーが設定されます。Y 軸の単位もクエリエディタによって自動的に選
択されます。

フィルター

フィルターを追加するには、プラスアイコンを選択し、フィルターするフィールドを選択し、フィルター
値を入力します。たとえば、instance_name = grafana-1と入力します。フィルター名を選択してを
選択することで、フィルターを削除できます--remove filter--。

シンプルなワイルドカード文字

=!=演算子をまたはに設定すると、フィルター値フィールドにワイルドカード文字を追加できます。たと
えば、us-*は「us-」*central-a で始まるすべての値をキャプチャし、「central-a」で終わるすべての
値をキャプチャします。 *-central-*central-サブストリングがであるすべての値をキャプチャしま
す。単純なワイルドカード文字は正規表現よりも安価です。

正規表現

=~!=~演算子をまたはに設定すると、フィルター値フィールドに正規表現を追加できます。たとえ
ば、は「us-central」で始まり、その後に1～3の範囲の数字、ダッシュ、そして「a」または「f」us-
central[1-3]-[af] のいずれかが続くすべての値を照合します。正規表現を作成する場合、先頭と末尾
のスラッシュは不要です。

集約

集計フィールドでは、一般的な統計に基づいて時系列を組み合わせることができます。集計の詳細につい
ては、「集計オプション」を参照してください。

Alignerこのフィールドでは、同じグループの後に続く複数の時系列を時間間隔で整列させることができ
ます。アライナーの詳細については、アライメントメトリックセレクターを参照してください。

調整期間と時間によるグループ化

集計を選択すると、Alignment Period指標が時間別にグループ化されます。デフォルトでは、GCP 
Google Cloud モニタリングのデフォルトグループを使用します（これにより、Grafana のグラフと 
Google Cloud モニタリング UI のグラフを比較できます）。cloud monitoring autoオプションが呼び
出され、デフォルトは次のとおりです。

• 23 時間未満の時間範囲では 1m
• 23 時間以上および 6 日未満の時間範囲では 5 分
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• 6 日以上の時間範囲では 1 時間

その他の自動オプションはですgrafana auto。これにより、選択した時間範囲とグラフパネルの幅に応
じて、グループが自動的に時間ごとに設定されます。詳細については、「間隔変数の追加 (p. 555)」を参
照してください。

また、1hやなど、一定の時間間隔を選択してグループ化することもできます1d。

グループ別

リソースまたは指標ラベルでグループ化すると、時系列の数が減り、結果をグループ別に集計できます。
たとえば、instance_name でグループ化すると、コンピュートインスタンスの集計されたメトリックが表
示されます。

メタデータラベル

リソースメタデータラベルには、Google Cloud 内のリソースを一意に識別するための情報が含まれてい
ます。メタデータラベルが時系列リクエストの Group By セグメントに含まれる場合にのみ、時系列レ
スポンスで返されます。メタデータラベルを取得するための API がないため、選択したサービスとメト
リックで使用可能なメタデータラベルをドロップダウンリストでグループ化することはできません。ただ
し、Group By fieldのドロップダウンリストには、一般的なシステムラベルのリストがあらかじめ定義され
ています。

ユーザーラベルを事前に定義することはできませんが、Group By フィールドに手動で入力することは可能
です。メタデータラベル、ユーザーラベル、またはシステムラベルが Group By セグメントに含まれてい
る場合は、それに基づいてフィルターを作成し、「エイリアス」フィールドでその値を拡張できます。

エイリアスパターン

Alias By フィールドでは、レジェンドキーのフォーマットを制御できます。デフォルトでは、指標名とラ
ベルが表示されます。これは長くて読みにくい場合があります。エイリアスフィールドで次のパターンを
使用すると、凡例キーを希望どおりにフォーマットできます。

メトリックタイプパターン

エイリアスパター
ン

説明 結果の例

{{metric.type}} 完全なメトリックタイプを
返します。

compute.googleapis.com/instance/cpu/
utilization

{{metric.name}} メトリック名部分を返しま
す。

instance/cpu/utilization

{{metric.service}}サービスパーツを返しま
す。

compute

ラベルパターン

Group By ドロップダウンリストには、メトリクスのメトリックとリソースラベルのリストが表示されま
す。これらはエイリアスパターンを使用して凡例キーに含めることができます。

エイリアスパターン形式 説明 エイリアスパターンの例 結果の例

{{metric.label.xxx}} 指標ラベル値を返します。 {{metric.label.instance_name}}grafana-1-
prod
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エイリアスパターン形式 説明 エイリアスパターンの例 結果の例

{{resource.label.xxx}}リソースラベルの値を返しま
す。

{{resource.label.zone}}us-
east1-b

{{metadata.system_labels.xxx}}メタデータのシステムラベル値
を返します。

{{metadata.system_labels.name}}grafana

{{metadata.user_labels.xxx}}メタデータのユーザーラベル値
を返します。

{{metadata.user_labels.tag}}production

エイリアスの例:{{metric.type}} - {{metric.label.instance_name}}

結果の例:compute.googleapis.com/instance/cpu/usage_time - server1-prod

監視対象リソースタイプの名前を解決することもできます。

エイリアスパターン形
式

説明 結果の例

{{resource.type}} 監視対象リソースタイプの名前を返します。 gce_instance

エイリアスの例:{{resource.type}} - {{metric.type}}

結果の例:gce_instance - compute.googleapis.com/instance/cpu/usage_time

SLO クエリ
Note

SLO クエリは Grafana v7.0 以降でのみ使用できます

Google Cloud Monitoring データソースの SLO クエリビルダーでは、SLO データを時系列形式で表示でき
ます。サービスモニタリングの基本概念を理解するには、Google Cloud Monitoring の公式ドキュメントを
参照してください。

SLO クエリの作成

SLO クエリを作成するには、以下の手順に従います。

1. 「クエリタイプ」ドロップダウンリストで「サービスレベル目標 (SLO)」オプションを選択します。
2. 「プロジェクト」ドロップダウンリストからプロジェクトを選択します。
3. サービスドロップダウンリストから SLO サービスを選択します。
4. SLO ドロップダウンリストから SLO を選択します。
5. セレクタードロップダウンリストから時系列セレクターを選択します。

時系列セレクターのわかりやすい名前が Grafana に表示されます。次の表は、わかりやすい名前から 
Service Monitoring のドキュメントで使用されているシステム名へのマッピングを示しています。

セレクタードロップダウンリストの値 対応する時系列セレクターを使用

SLI バリュー select

SLO の順守 select
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セレクタードロップダウンリストの値 対応する時系列セレクターを使用

SLO エラーバジェットの残り SLO_BUDGET_Fraction_Select

SLO クエリのエイリアスパターン

Alias By フィールドを使用して、SLO クエリのレジェンドキーの形式を制御できます。

エイリアスパターン 説明 結果の例

{{project}} GCP のプロジェクト名を返しま
す。

myProject

{{service}} サービス名を返します。 myService

{{slo}} SLO を返します。 latency-slo

{{selector}} セレクタを返します。 select_slo_health

SLO クエリのアライメント期間と時間別のグループ化

SLO クエリは、メトリッククエリと同じアライメント期間機能を使用します。詳細については、「メトリ
クスクエリ (p. 128)」を参照してください。

テンプレート作成

メトリッククエリにサーバー、アプリケーション、センサー名などをハードコーディングする代わりに、
変数を代わりに使用できます。変数はダッシュボード上部のドロップダウン選択ボックスとして表示さ
れます。これらのドロップダウンボックスを使用して、ダッシュボードに表示されるデータを変更できま
す。

テンプレートとテンプレート変数の詳細については、「」を参照してくださいテンプレートと変
数 (p. 549)。

クエリ変数

Query タイプの変数を使用すると、Google Cloud Monitoring でさまざまなタイプのデータをクエリできま
す。Google Cloud モニタリングデータソースプラグインには次の機能がありますQuery Types。

名前 説明

Metric Types 指定されたサービスで使用可能なメトリックタイプ名のリストを返します。

Labels Keys metric labelresource label指定されたメトリックのおよびのキーのリス
トを返します。

Labels Values 指定されたメトリクス内のラベルの値のリストを返します。

Resource Types 指定されたメトリクスのリソースタイプのリストを返します。

Aggregations 指定されたメトリックの集計 (クロスシリーズリデューサー) のリストを返しま
す。

Aligners 指定された指標のアライナー (シリーズごとのアライナー) のリストを返しま
す。
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名前 説明

Alignment 
periods

Grafana の Google Cloud モニタリングクエリエディターで使用できるすべての
アライメント期間のリストを返します。

Selectors SLO (サービスレベル目標) クエリで使用できるセレクターのリストを返しま
す。

SLO Services SLO クエリで使用できるサービス監視サービスのリストを返します。

Service Level 
Objectives (SLO)

指定された SLO サービスの SLO のリストを返します。

クエリでの変数の使用

次の 2 つの構文があります。

• $<varname>例:metric.label.$metric_label
• [[varname]]例:metric.label.[[metric_label]]

なぜ二通りの方法なの？ 最初の構文は読み書きが簡単ですが、単語の途中で変数を使用することはできま
せん。[複数値] または [すべての値を含む] オプションを有効にすると、Grafana はラベルをプレーンテキ
ストから正規表現互換の文字列に変換します。つまり、=~代わりにを使用する必要があります=。

注釈
注釈を使用して、豊富なイベント情報をグラフの上に重ねることができます。注釈クエリは、ダッシュ
ボードメニュー/注釈ビューから追加します。注釈のレンダリングはコストがかかるため、返される行数を
制限することが重要です。Google Cloud Monitoring の注釈とイベントの表示はまだサポートされていませ
んが、Google Cloud Monitoring のカスタム指標ではうまく機能します。

注釈の詳細については、「」を参照してください注釈 (p. 520)。

注釈用のクエリエディタを使用して、メトリクスとフィルターを選択できます。タイトルフィールドとテ
キストフィールドはテンプレートをサポートしており、クエリから返されたデータを使用できます。たと
えば、[タイトル] フィールドには次のテキストを使用できます。

{{metric.type}} has value: {{metric.value}}

結果の例:monitoring.googleapis.com/uptime_check/http_status has this value: 502

注釈クエリエディタのパターン

エイリアスパ
ターン形式

説明 エイリアスパターンの
例

結果の例

{{metric.value}}メトリック/ポイント
の値。

{{metric.value}} 555

{{metric.type}}完全なメトリックタイ
プを返します。

{{metric.type}} compute.googleapis.com/
instance/cpu/utilization

{{metric.name}}メトリック名部分を返
します。

{{metric.name}} instance/cpu/utilization

{{metric.service}}サービスパーツを返し
ます。

{{metric.service}} compute
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エイリアスパ
ターン形式

説明 エイリアスパターンの
例

結果の例

{{metric.label.xxx}}指標ラベル値を返しま
す。

{{metric.label.instance_name}}grafana-1-prod

{{resource.label.xxx}}リソースラベルの値を
返します。

{{resource.label.zone}}us-east1-b

Grafana パネルから Google Cloud コンソールのメトリックスエクスプローラー
へのディープリンク

Note

この機能は、Metrics クエリでのみ使用できます。

パネルで時系列を選択すると、Google Cloud Console の [メトリクスエクスプローラーで表示] へのリンク
を含むコンテキストメニューが表示されます。そのリンクを選択すると、Google Cloud コンソールでメト
リクスエクスプローラーが開き、そこの Grafana パネルからクエリが実行されます。このリンクにより、
ユーザーは最初に Google アカウント選択画面に移動します。アカウントを正常に選択すると、ユーザー
はMetrics Explorerにリダイレクトされます。提供されたリンクはどのアカウントにも有効ですが、クエリ
で指定された GCP プロジェクトへのアクセス権がアカウントにある場合にのみクエリが表示されます。

Google Sheets
このデータソースを使用して Google スプレッドシートを視覚化してください。

設定情報については、Google Sheets データソースの設定をご覧ください。

プロビジョニング情報については、「プロビジョニング」を参照してください。

エディタの使用については、「エディターの使用」を参照してください。

クォータ情報については、「使用制限」を参照してください。

InfluxDB
Grafana には、InfluxDB 用の機能豊富なデータソースプラグインが付属しています。プラグインにはカス
タムクエリエディタが含まれており、注釈とクエリテンプレートをサポートしています。

データソースの追加

1. 上部のヘッダーにある Grafana アイコンを選択してサイドメニューを開きます。
2. リンクの下のサイドメニューに、「Data Sources」という名前のリンクがあるはずです。
3. 上部のヘッダーにある [+ データソースの追加] ボタンを選択します。
4. タイプドロップダウンリストから InfluxDB を選択します。
5. 「クエリ言語」リストから「InfluxQL」または「Flux」を選択します。

Note

サイドメニューに [データソース] リンクが表示されない場合は、Admin現在のユーザーにその
ロールがないことを意味します。
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Jaeger
Jaeger データソースは、 end-to-end オープンソースの分散型トレーシングを提供します。

データソースの追加

Jaeger 設定にアクセスするには、設定 (歯車) アイコンを選択し、次に「データソース」を選択し、次に
「Jaeger」を選択します。

名前 説明

Name データソース名。パネル、クエリ、Exploreのデータソースはこのように表示されます。

Default デフォルトのデータソースでは、新しいパネル用に事前に選択されます。

URL Jaeger インスタンスの URL。例:http://localhost:16686

Access サーバー (デフォルト) = URL は Grafana バックエンド/サーバーからアクセスできる必要があ
ります。

Basic 
Auth

Jaeger データソースへの基本認証を有効にします。

User 基本認証のためのユーザー名。

Password基本認証のためのパスワード。

クエリトレース

Exploreを介してJaegerのトレースをクエリして表示できます。詳細については、「探索 (p. 537)」を参
照してください。

Jaeger クエリエディターでは、トレース ID で直接クエリしたり、トレースセレクターからトレースを選
択したりできます。トレース ID でクエリするには、ID をテキスト入力に挿入します。

トレースセレクタを使用して、Exploreで選択した時間範囲に記録されたすべてのトレースから特定のト
レースを選択します。トレースセレクターには、次の 3 つのネストレベルがあります。1. 対象のサービ
ス。1. 特定の操作は選択したサービスの一部です。1. 選択した操作が発生した特定のトレース。ルート操
作名とトレース期間で表されます。

ログからのトレース ID へのリンク

内部リンクを使用して派生フィールドを設定することで、Loki のログから Jaeger トレースにリンクでき
ます。詳細については、「派生フィールド (p. 139)」を参照してください。

JSON
JSON データソースは任意のバックエンドに対してリクエストを実行し、JSON 応答を Grafana データフ
レームに解析します。

データソースの追加

1. Amazon マネージド Grafana ワークスペースで Grafana コンソールを開き、ログインしていることを
確認します。

2. サイドメニューの「設定」(歯車アイコン) で、「データソース」を選択します。
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3. [Add data source] (データソースを追加する) を選択する。

Note

サイドメニューに [データソース] リンクが表示されない場合は、Admin現在のユーザーにそ
のロールがないことを意味します。

4. データソースのリストから JSON を選択します。
5. 「URL」フィールドに、API エンドポイントを入力します。データソースはそこにリクエストを行い

ます。

JSON API

このデータソースには OpenAPI 定義があります。詳細については、「」を参照してください 
GrafanaJsonDatasource 。

このデータソースを使用するには、バックエンドに次の 4 つのエンドポイントを実装する必要がありま
す。

• GET /200ステータスコードレスポンス付き。データソース設定ページの「接続テスト」に使用されま
す。

• POST /search呼び出されたときに利用可能なメトリックを返します。
• POST /query入力に基づいてメトリクスを返します。
• POST /annotations注釈を返す。

次の 2 つの URL はオプションです。

• POST /tag-keysアドホックフィルターのタグキーを返します。
• POST /tag-valuesアドホックフィルターのタグ値を返します。

/検索

POST /search

Amazon マネージド Grafana は次の日にこのリクエストを発行します。

• 変数、新規/編集ページ。Queryフィールドは以下のように本文として渡されます。

{ "target": "query field value" }

• パネル、クエリページ。AsMetricフォーマットと値は、以下のように本文として渡されます。

{ "type": "timeseries", "target": "upper_50" }

これらの値をどのように処理するかはあなた次第です。レスポンスボディには、配列またはマップを含め
ることができます。配列レスポンスの例:

["upper_25","upper_50","upper_75","upper_90","upper_95"]

マップレスポンスの例:

[ { "text": "upper_25", "value": 1}, { "text": "upper_75", "value": 2} ]
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/クエリ

POST /query

timeseriesリクエストの例:

{ 
  "panelId": 1, 
  "range": { 
    "from": "2016-10-31T06:33:44.866Z", 
    "to": "2016-10-31T12:33:44.866Z", 
    "raw": { 
      "from": "now-6h", 
      "to": "now" 
    } 
  }, 
  "rangeRaw": { 
    "from": "now-6h", 
    "to": "now" 
  }, 
  "interval": "30s", 
  "intervalMs": 30000, 
  "maxDataPoints": 550, 
  "targets": [ 
     { "target": "Packets", "refId": "A", "type": "timeseries", "data": { "additional": 
 "optional json" } }, 
     { "target": "Errors", "refId": "B", "type": "timeseries" } 
  ], 
  "adhocFilters": [{ 
    "key": "City", 
    "operator": "=", 
    "value": "Berlin" 
  }]
}

timeseriesレスポンスの例 (浮動小数点数で表したメトリック値、ミリ秒単位のUNIXタイムスタンプ):

[ 
  { 
    "target":"pps in", 
    "datapoints":[ 
      [622,1450754160000], 
      [365,1450754220000] 
    ] 
  }, 
  { 
    "target":"pps out", 
    "datapoints":[ 
      [861,1450754160000], 
      [767,1450754220000] 
    ] 
  }, 
  { 
    "target":"errors out", 
    "datapoints":[ 
      [861,1450754160000], 
      [767,1450754220000] 
    ] 
  }, 
  { 
    "target":"errors in", 
    "datapoints":[ 
      [861,1450754160000], 
      [767,1450754220000] 
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    ] 
  }
]

targetリクエストとレスポンスの関係は 1: n です。1 つのリクエストされたターゲットに応答して複数
のターゲットを返すことができます。

選択した指標が次の場合に返されるテーブル応答の例"type": "table":

[ 
  { 
    "columns":[ 
      {"text":"Time","type":"time"}, 
      {"text":"Country","type":"string"}, 
      {"text":"Number","type":"number"} 
    ], 
    "rows":[ 
      [1234567,"SE",123], 
      [1234567,"DE",231], 
      [1234567,"US",321] 
    ], 
    "type":"table" 
  }
]

追加データ

各指標の追加データの送信は、JSONAdditional JSON Data を入力できる入力フィールドでサポート
されています。

たとえば、を入力すると{ "additional": "optional json" }Additional JSON 
Data、"data"次のキーの下のターゲットデータに添付されます。

{ "target": "upper_50", "refId": "A", "type": "timeseries", "data": { "additional": 
 "optional json" } }

以下のように変数の入力も可能です。

{"key": $variableValue}

/注釈

POST /annotations

JSON リクエストボディは次のようになります。

{ 
  "range": { 
    "from": "2016-04-15T13:44:39.070Z", 
    "to": "2016-04-15T14:44:39.070Z" 
  }, 
  "rangeRaw": { 
    "from": "now-1h", 
    "to": "now" 
  }, 
  "annotation": { 
    "name": "deploy", 
    "datasource": "JSON Datasource", 
    "iconColor": "rgba(255, 96, 96, 1)", 
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    "enable": true, 
    "query": "#deploy" 
  }, 
   "variables": []
}

Amazon マネージド Grafana は、アノテーションオブジェクトの配列を含む応答を期待しています。

フィールドの説明:

• text— (必須) 注釈のテキスト。
• title— (オプション) 注釈ツールチップのタイトル。
• isRegion—（オプション）これがリージョンかどうか。
• time— (必須) UNIX エポック以降の時間 (ミリ秒単位)。
• timeEnd— (trueisRegion の場合は必須) UNIX エポック以降の時間 (ミリ秒単位)。
• tags— (オプション) 注釈のタグ。

[ 
  { 
    "text": "text shown in body", 
    "title": "Annotation Title", 
    "isRegion": true, 
    "time": "timestamp", 
    "timeEnd": "timestamp", 
    "tags": ["tag1"] 
  }
]

Note

注:データソースがバックエンドに直接接続するように設定されている場合は、正しい 
CORSOPTIONS /annotations ヘッダーで応答するように実装する必要もあります。

• Access-Control-Allow-Headers:accept, content-type
• Access-Control-Allow-Methods:POST
• Access-Control-Allow-Origin:*

/タグキー

POST /tag-keys

JSON リクエストボディは次のようになります。

{ }

タグキー API は以下を返します。

[ 
    {"type":"string","text":"City"}, 
    {"type":"string","text":"Country"}
]

/タグ値

POST /tag-values
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JSON リクエストボディは次のようになります。

{"key": "City"}

タグキー API は以下を返します。

[ 
    {"text": "Eins!"}, 
    {"text": "Zwei"}, 
    {"text": "Drei!"}
]

ロキ
Loki データソースから Grafana のログ集約システムである Loki にアクセスできます。

データソースの追加

1. Grafana ワークスペースを開き、ログインしていることを確認します。
2. サイドメニューの「設定」リンクの下に、「データソース」リンクがあります。
3. 上部の [データソースを追加] ボタンを選択します。
4. データソースのリストから Loki を選択します。

Note

サイドメニューに [データソース] リンクが表示されない場合は、Admin現在のユーザーにその
ロールがないことを意味します。

名前 説明

Name データソース名。パネル、クエリ、Exploreのデータソースはこのように表示されます。

Defaultデフォルトのデータソースでは、新しいパネル用に事前に選択されます。

URL Loki インスタンスの URL。例:http://localhost:3100

Maximum 
lines

Loki が返すログ行数の上限 (デフォルトは 1000)。Exploreでログを表示する際にブラウザの動
作が遅い場合は、値を小さくしてください。

派生フィールド

派生フィールド設定を使用して、次の操作を行うことができます。

• ログメッセージから解析されたフィールドを追加します。
• フィールドの値を使用するリンクを追加します。

この機能を使用して、ログからトレーシングバックエンドに直接リンクしたり、ログ行にユーザーIDがあ
る場合はユーザープロファイルページにリンクしたりできます。これらのリンクはログの詳細に表示され
ます。詳細については、「ラベルと検出フィールド (p. 542)」を参照してください。

各派生フィールドには次が含まれます。

• 名前 — ログの詳細にラベルとして表示されます。
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• Regex — ログメッセージで実行され、その一部を新しいフィールドの値としてキャプチャする正規表現
パターン。1 つのキャプチャグループのみを含めることができます。

• URL/クエリ — リンクが外部の場合は、リンクの完全な URL を入力します。リンクが内部リ
ンクの場合、この入力はターゲットデータソースのクエリとして機能します。どちらの場合
も、${__value.raw }フィールドの値をマクロで補間できます。

• 内部リンク — リンクが内部か外部かを選択します。内部リンクの場合、データソースセレクターでター
ゲットデータソースを選択できます。サポートされるのはトレーシングデータソースのみです。

デバッグセクションを使用して、フィールドで抽出される内容と URL がどのように補間されるかを確認で
きます。[ログメッセージの例を表示] を選択すると、ログメッセージを入力できるテキスト領域が表示さ
れます。

リンクを含む新しいフィールドがログの詳細に表示されます。

ログのクエリ

Lokiからのログデータのクエリと表示は、Exploreとビジュアライゼーションのログパネルで行うことがで
きます。Loki データソースを選択し、LogQL クエリを入力してログを表示します。LogQL の詳細につい
ては、「LogQL」を参照してください。

ログクエリ

ログクエリは、ログストリームセレクターと検索式の 2 つの部分で構成されます。パフォーマンス上の理
由から、まずログストリームのログラベルを選択する必要があります。

クエリフィールドの横にあるログエクスプローラー ([ログラベル] ボタン) には、使用可能なログストリー
ムのラベルのリストが表示されます。クエリを記述する別の方法は、クエリフィールドの自動補完を使用
することです。最初に左中括弧を入力すると{、オートコンプリートメニューにラベルのリストが表示され
ます。Enter キーを押してクエリを実行します。

結果が返されると、ログパネルにログ行のリストと、X 軸が時間、Y 軸が頻度/カウントを示す棒グラフが
表示されます。

[ログストリームセレクタ]

クエリ式のラベル部分については、{}中括弧で囲み、キー値構文を使用してラベルを選択します。複数の
ラベル式はカンマで区切ります。

{app="mysql",name="mysql-backup"}

現在、次のラベルマッチング演算子がサポートされています。

• =全く同等です。
• !=等しくない。
• =~正規マッチ。
• !~正規表現マッチは行わないでください。

例:

• {name=~"mysql.+"}
• {name!~"mysql.+"}

ラベルセレクターを追加するもう1つの方法は、テーブルセクションにあります。ラベルの横にある [フィ
ルター] を選択して、ラベルをクエリ式に追加します。これは複数のクエリでも機能し、各クエリにラベル
セレクターを追加します。
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検索式の検索

ログストリームセレクターを作成したら、検索式を記述して結果をさらに絞り込むことができます。検索
式は、テキストだけでも正規表現でもかまいません。

クエリの例

• {job="mysql"} |= "error"
• {name="kafka"} |~ "tsdb-ops.*io:2003"
• {instance=~"kafka-[23]",name="kafka"} != "kafka.server:type=ReplicaManager"

フィルター演算子は連鎖させることができ、式を順番にフィルタリングします。結果のログ行はすべての
フィルターを満たします。

例

{job="mysql"} |= "error" != "timeout"

現在、次のフィルタタイプがサポートされています。

• |=行には文字列が含まれています。
• !=行には文字列が含まれていません。
• |~行は正規表現と一致します。
• !~行が正規表現と一致しません。

Note

Loki のクエリ言語である LogQL の詳細については、「Loki LogQL」を参照してください。

ログコンテキスト

上記で詳しく説明した検索式を使用すると、フィルタリングされた結果を取り巻くコンテキストを取得で
きるようになりました。Show Contextフィルターされた行のリンクを選択すると、関心のあるログメッ
セージの前後に来たログメッセージを調べることができます。

テンプレート作成

メトリッククエリにサーバー、アプリケーション、センサー名などをハードコーディングする代わりに、
変数を代わりに使用できます。変数はダッシュボード上部のドロップダウン選択ボックスとして表示さ
れます。これらのドロップダウンボックスを使用して、ダッシュボードに表示されるデータを変更できま
す。

テンプレートとテンプレート変数の詳細については、「」を参照してくださいテンプレートと変
数 (p. 549)。

注釈

注釈のソースとして、あらゆるノンメトリクスの Loki クエリを使用できます。ログコンテンツは注釈テキ
ストとして使用され、ログストリームラベルはタグとして使用されるため、追加のマッピングは必要あり
ません。

Microsoft SQL Server
Microsoft SQL Server (MSSQL) データソースを使用して、Microsoft Azure SQL データベースを含む任意
のマイクロソフト SQL Server 2005 以降のデータのクエリと視覚化を行います。
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Important

Grafana バージョン 8.0 では、Microsoft SQL Server、Postgres、および MySQL のデータフレー
ムの基礎となるデータ構造が変更されています。その結果、時系列クエリの結果が幅広い形式で
返されます。詳細については、Grafana データフレームドキュメントの「ワイドフォーマット」
を参照してください。
ビジュアライゼーションを以前と同じように機能させるには、手動で移行しなければならない
場合があります。解決策の 1 つは、Github の Postgres/MySQL/MSSQL で文書化されていま
す。v8.0 では、時系列クエリとデータ列の順序付けに関する重大な変更が行われました。

データソースの追加

1. 上部のヘッダーにある Grafana アイコンを選択してサイドメニューを開きます。
2. サイドメニューの「設定」リンクの下に、「データソース」リンクがあります。
3. 上部のヘッダーにある [+ データソースの追加] ボタンを選択します。
4. 「タイプ」ドロップダウンリストから「Microsoft SQL サーバー」を選択します。

データソースオプション

名前 説明

Name データソース名。これがパネルとクエリのデータ
ソースの表示方法です。

Default デフォルトのデータソースでは、新しいパネル用に
事前に選択されます。

Host MSSQL インスタンスの IP アドレス/ホスト名とオプ
ションのポート。port を省略すると、デフォルトの 
1433 が使用されます。

Database MSSQL データベースの名前。

User データベースユーザーのログイン/ユーザー名。

Password データベースユーザーのパスワード。

Encrypt このオプションは、安全なSSL TCP/IP接続をサー
バーとネゴシエートするかどうか、またはどの程度
ネゴシエートするかを決定しますfalse（デフォル
ト（Grafana v5.4以降）。

Max open データベースへのオープン接続の最大数。デフォル
トunlimited (Grafana v5.4+)。

Max idle アイドル接続プール内の最大接続数。デフォルト2
(Grafana v5.4+)。

Max lifetime 接続を再利用できる最大実行時間 (秒)。デフォルト
は14400 /4 時間です。

最小時間間隔

$_interval$_interval_ms変数の下限。1mデータが毎分書き込まれる場合など、書き込み頻度を設定
することをお勧めします。このオプションは、ダッシュボードパネルの [データソースオプション] でオー
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バーライド/設定することもできます。この値は、1m (1 分) や30s (30 秒) のように、数字の後に有効な時
間識別子が続く形式にする必要があります。次の時間識別子がサポートされています。

識別子 説明

y 年

M 月

w 週

d 日

h 時間

m 分

s 秒

ms ミリ秒

データベースへのアクセス許可
Important

データソースを追加するときに指定するデータベースユーザーには、指定したデータベースとク
エリ対象のテーブルに対する SELECT 権限のみを与える必要があります。Grafana はクエリが
安全であることを検証しません。クエリには任意の SQL ステートメントを含めることができま
す。たとえば、DELETE FROM user;DROP TABLE user;やなどのステートメントが実行され
ます。これを防ぐため、権限が制限された特定の MSSQL ユーザーを作成することを強くお勧め
します。

次のコード例は、権限が制限された特定の MSSQL ユーザーを作成する方法を示しています。

 CREATE USER grafanareader WITH PASSWORD 'password' 
 GRANT SELECT ON dbo.YourTable3 TO grafanareader

ユーザーがパブリックロールから不要な権限を取得しないようにしてください。

既知の問題

2008 や 2008R2 などの古いバージョンの Microsoft SQL Server を使用している場合は、接続できるよう
に暗号化を無効にする必要がある場合があります。可能な限り、互換性を最適化するために、入手可能な
最新のサービスパックを使用することをお勧めします。

クエリエディタ

MSSQL クエリエディターは、グラフ、Singlestat、またはテーブルパネルの編集モードの [メトリクス] タ
ブにあります。編集モードに入るには、パネルタイトルを選択し、次に [編集] を選択します。エディタで
は、視覚化するデータを選択するための SQL クエリを定義できます。

1. フォーマットをTime series (グラフパネルやシングルスタットパネルなどで使用する場合) また
はTable (テーブルパネルなどで使用する場合) を選択します。

2. これは SQL クエリを記述する実際のエディタです。
3. クエリエディタの下に MSSQL のヘルプセクションを表示します。
4. 実行された SQL クエリを表示します。クエリの実行が成功すると、最初に使用可能になります。
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5. クエリを追加すると、追加のクエリエディタが表示されます。

マクロ

構文を簡略化し、日付範囲フィルターなどの動的な部分を使用できるようにするために、クエリにマクロ
を含めることができます。

マクロの例 説明

$__time(dateColumn) 列の名前を時間に
変更する式に置き
換えられます。た
とえば、日付列は
時刻です。

$__timeEpoch(dateColumn) DATETIME 列タ
イプを Unix タイ
ムスタンプに変換
し、名前を time
に変更する式に
置き換えられま
す。たとえば、日
付差分 (2 番目、
「1970-01-01」、
日付列) は時刻で
す。

$__timeFilter(dateColumn) 指定された列名
を使用する時間
範囲フィルター
に置き換えら
れます。たとえ
ば、「2017-04-21T 
05:01:17 Z」と
「2017-04-21T 
05:06:17 Z」の間
の日付列。

$__timeFrom() 現在アクティブな
時間選択の開始時
刻に置き換えら
れます。たとえ
ば、「2017-04-21T 
05:01:17 Z」 など
です。

$__timeTo() 現在アクティブ
な時間選択の末
尾に置き換えら
れます。たとえ
ば、「2017-04-21T 
05:06:17 Z」 など
です。

$__timeGroup(dateColumn,'5m'[, fillvalue]) GROUP BY 句で
使用できる式に
置き換えられま
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マクロの例 説明
す。FillValue に
NULL または浮動
小数点値を指定す
ると、時間範囲内
の空のシリーズに
その値が自動的に
入力されます。
たとえば、CAST 
(ROUND 
(DATEDIFF (秒、
「1970-01-01」、time_column) /300.0、0) 
を bigint として) 
*300 と入力しま
す。

$__timeGroup(dateColumn,'5m', 0) 上記と同じです
が、フィルパラ
メータがあるた
め、その系列の
欠落ポイントは
grafanaによって
追加され、0が値
として使用されま
す。

$__timeGroup(dateColumn,'5m', NULL) 上記と同じです
が、欠落したポ
イントの値には 
NULL が使用され
ます。

$__timeGroup(dateColumn,'5m', previous) 上記と同じです
が、値が表示さ
れていない場合
はそのシリーズ
の以前の値が入
力値として使用
され、NULL が
使用されます
（Grafana 5.3以
降でのみ使用可
能）。

クエリエディターには、パネル編集モードでクエリを実行した後に表示される Generated SQL リンクがあ
ります。これを選択すると、展開され、実行された生の補間されたSQL文字列が表示されます。

テーブルクエリ
クエリオプションが [テーブルとしてフォーマット] に設定されている場合、基本的にどのタイプの SQL 
クエリも実行できます。テーブルパネルには、クエリが返す列と行の結果が自動的に表示されます。

次のコード例では、データベーステーブルを示しています。

CREATE TABLE [event] ( 
  time_sec bigint, 
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  description nvarchar(100), 
  tags nvarchar(100),
)

CREATE TABLE [mssql_types] ( 
  c_bit bit, c_tinyint tinyint, c_smallint smallint, c_int int, c_bigint bigint, c_money 
 money, c_smallmoney smallmoney, c_numeric numeric(10,5), 
  c_real real, c_decimal decimal(10,2), c_float float, 
  c_char char(10), c_varchar varchar(10), c_text text, 
  c_nchar nchar(12), c_nvarchar nvarchar(12), c_ntext ntext, 
  c_datetime datetime,  c_datetime2 datetime2, c_smalldatetime smalldatetime, c_date date, 
 c_time time, c_datetimeoffset datetimeoffset
)

INSERT INTO [mssql_types]
SELECT 
  1, 5, 20020, 980300, 1420070400, '$20000.15', '£2.15', 12345.12, 
  1.11, 2.22, 3.33, 
  'char10', 'varchar10', 'text', 
  N'#nchar12#', N'#nvarchar12#', N'#text#', 
  GETDATE(), CAST(GETDATE() AS DATETIME2), CAST(GETDATE() AS SMALLDATETIME), CAST(GETDATE() 
 AS DATE), CAST(GETDATE() AS TIME), SWITCHOFFSET(CAST(GETDATE() AS DATETIMEOFFSET), 
 '-07:00')

以下のコード例では、クエリを示しています。

SELECT * FROM [mssql_types]

テーブルパネルの列の名前は、次のコード例に示すように、AS通常の SQL 列選択構文を使用して制御で
きます。

SELECT 
  c_bit as [column1], c_tinyint as [column2]
FROM 
  [mssql_types]

結果のテーブルパネル:

時系列クエリ
たとえば、グラフパネルで使用するために Format を Time series に設定した場合、クエリには SQL 
日時、または Unixtime エポックを秒単位で表す任意の数値データ型を返すという名前の列が必要で
す。metric値列のメトリック名として使用される名前の列を返すことができます。timemetricを除くす
べての列は値列として扱われます。metric列を省略すると、値列の名前がメトリック名になります。複数
の値列を選択でき、それぞれにメトリックという名前が付けられます。複数の値列とという名前の列を返
す場合metric、この列はシリーズ名のプレフィックスとして使用されます。

時系列クエリの結果セットは時間順にソートする必要があります。

次のコード例では、データベーステーブルを示しています。

CREATE TABLE [event] ( 
  time_sec bigint, 
  description nvarchar(100), 
  tags nvarchar(100),
)
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CREATE TABLE metric_values ( 
  time datetime, 
  measurement nvarchar(100), 
  valueOne int, 
  valueTwo int,
)

INSERT metric_values (time, measurement, valueOne, valueTwo) VALUES('2018-03-15 12:30:00', 
 'Metric A', 62, 6)
INSERT metric_values (time, measurement, valueOne, valueTwo) VALUES('2018-03-15 12:30:00', 
 'Metric B', 49, 11)
...
INSERT metric_values (time, measurement, valueOne, valueTwo) VALUES('2018-03-15 13:55:00', 
 'Metric A', 14, 25)
INSERT metric_values (time, measurement, valueOne, valueTwo) VALUES('2018-03-15 13:55:00', 
 'Metric B', 48, 10)

次のコード例は、1value 列と 1metric 列を示しています。

SELECT 
  time, 
  valueOne, 
  measurement as metric
FROM 
  metric_values
WHERE 
  $__timeFilter(time)
ORDER BY 1

前述のクエリをグラフパネルで使用すると、and という名前の 2Metric A つの系列が生成されMetric 
B、valueOnevalueTwotimeその値が上にプロットされます。

次のコード例では、value複数の列を示しています。

SELECT 
  time, 
  valueOne, 
  valueTwo
FROM 
  metric_values
WHERE 
  $__timeFilter(time)
ORDER BY 1

前述のクエリをグラフパネルで使用すると、and という名前の 2Metric A つの系列が生成されMetric 
B、valueOnevalueTwotimeその値が上にプロットされます。

次のサンプルコードは $__TimeGroup マクロの使用を示しています。

SELECT 
  $__timeGroup(time, '3m') as time, 
  measurement as metric, 
  avg(valueOne)
FROM 
  metric_values
WHERE 
  $__timeFilter(time)
GROUP BY 
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  $__timeGroup(time, '3m'), 
  measurement
ORDER BY 1

前のクエリをグラフパネルで使用すると、and という名前の 2Metric A つの系列が生成されMetric 
B、valueOnevalueTwotimeその値がプロットされます。3 分以内に値がない 2 つの系列は、その 2 行
の間に線を描画します。右側のグラフがゼロにならないことに気付くでしょう。

次のコード例は、fill パラメーターを 0 に設定して $__TimeGroup マクロを使用する場合を示しています。

SELECT 
  $__timeGroup(time, '3m', 0) as time, 
  measurement as metric, 
  sum(valueTwo)
FROM 
  metric_values
WHERE 
  $__timeFilter(time)
GROUP BY 
  $__timeGroup(time, '3m'), 
  measurement
ORDER BY 1

このクエリをグラフパネルで使用すると、結果として 2Metric AMetric B つの系列に名前が付けら
れ、valueTwotime合計がプロットされます。3 分以内に値がない系列の値は 0 になり、右側のグラフに
表示されます。

テンプレート作成
メトリッククエリにサーバー、アプリケーション、センサー名などをハードコーディングする代わりに、
変数を代わりに使用できます。変数はダッシュボード上部のドロップダウン選択ボックスとして表示さ
れます。これらのドロップダウンボックスを使用して、ダッシュボードに表示されるデータを変更できま
す。

テンプレートとテンプレート変数の詳細については、「」を参照してくださいテンプレートと変
数 (p. 549)。

クエリ変数

そのタイプのテンプレート変数を追加するとQuery、計測名、キー名、ドロップダウン選択ボックスとし
て表示されるキー値などを返す MSSQL クエリを作成できます。

たとえば、テンプレート変数の Query 設定でこのようなクエリを指定すると、hostnameテーブル内の列
のすべての値を含む変数を作成できます。

SELECT hostname FROM host

クエリは複数の列を返すことができ、Grafana はそれらの列から自動的にリストを作成します。たとえ
ば、次のクエリはhostname、との値を含むリストを返しますhostname2。

SELECT [host].[hostname], [other_host].[hostname2] FROM host JOIN other_host ON [host].
[city] = [other_host].[city]

もう 1 つのオプションは、キー/値変数を作成できるクエリです。クエリは、__textとという名前の列を 
2 つ返す必要があります__value。__text列の値は一意でなければなりません (一意でない場合は、最初
の値が使用されます)。ドロップダウンリストのオプションにはテキストと値が表示され、わかりやすい名
前をテキストとして、IDを値として使用できます。hostnameidテキストと値を指定したクエリの例:
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SELECT hostname __text, id __value FROM host

ネストされた変数を作成することもできます。たとえば、という名前の別の変数があるとしますregion。
次に、ホスト変数に、次のようなクエリを使用して現在選択されているリージョンのホストのみを表示さ
せることができます (複数値の変数の場合はregion、=複数の値との照合を行うのではなく、IN比較演算
子を使用してください)。

SELECT hostname FROM host WHERE region IN ($region)

クエリでの変数の使用
Note

テンプレート変数の値は、multi-valueテンプレート変数がaの場合のみ引用符で囲まれます。

変数が複数値の変数の場合は、=複数の値との照合を行うのではなく、IN比較演算子を使用してくださ
い。

次の 2 つの構文があります。

$<varname>という名前のテンプレート変数を使用した例hostname:

SELECT 
  atimestamp time, 
  aint value
FROM table
WHERE $__timeFilter(atimestamp) and hostname in($hostname)
ORDER BY atimestamp

[[varname]]という名前のテンプレート変数を使用した例hostname:

SELECT 
  atimestamp as time, 
  aint as value
FROM table
WHERE $__timeFilter(atimestamp) and hostname in([[hostname]])
ORDER BY atimestamp

複数値変数の引用符を無効にする

Grafana は、複数値の変数に対して、引用符で囲まれたカンマで区切られた文字列を自動的に作成し
ます。たとえばserver02、server01とを選択すると、次のような形式になります'server01', 
'server02'。引用符を無効にするには、変数の csv フォーマットオプションを使用してください。

${servers:csv}

変数のフォーマットオプションの詳細については、「」を参照してくださいテンプレートと変
数 (p. 549)。

注釈
注釈を使用して、豊富なイベント情報をグラフの上に重ねることができます。注釈クエリは、ダッシュ
ボードメニュー/注釈ビューから追加します。詳細については、「注釈 (p. 520)」を参照してください。

コラム:
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名前 説明

time 日付/時刻フィールドの名前。ネイティブ SQL の日付/
時刻データ型またはエポック値の列である可能性があり
ます。

timeend 終了日/時間フィールドのオプション名。ネイティブ 
SQL の日付/時刻データ型またはエポック値の列である
可能性があります。

text イベントの説明フィールド。

tags イベントタグにカンマで区切られた文字列として使用す
るオプションのフィールド名。

次のコード例は、データベーステーブルを示しています。

CREATE TABLE [events] ( 
  time_sec bigint, 
  description nvarchar(100), 
  tags nvarchar(100),
)

時系列クエリ (p. 146)で定義されているデータベーステーブルも使用します。

次のコード例は、エポック値を含む時間列を使用するクエリを示しています。

SELECT 
  time_sec as time, 
  description as [text], 
  tags
FROM 
  [events]
WHERE 
  $__unixEpochFilter(time_sec)
ORDER BY 1

次のコード例は、エポック値を含む time 列と timeend 列を使用したリージョンクエリを示しています。

SELECT 
  time_sec as time, 
  time_end_sec as timeend, 
  description as [text], 
  tags
FROM 
  [events]
WHERE 
  $__unixEpochFilter(time_sec)
ORDER BY 1

次のコード例は、ネイティブ SQL 日付/時刻データ型の時間列を使用するクエリを示しています。

SELECT 
  time, 
  measurement as text, 
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  convert(varchar, valueOne) + ',' + convert(varchar, valueTwo) as tags
FROM 
  metric_values
WHERE 
  $__timeFilter(time_column)
ORDER BY 1

ストアドプロシージャのサポート
ストアドプロシージャは動作することが確認されています。ただし、期待どおりに機能しないエッジケー
スがあるかもしれません。ストアドプロシージャは、テーブルクエリ、時系列クエリ、およびアノテー
ションクエリでサポートされるはずです。ただし、各セクションで前述したのと同じ列名を使用し、同じ
形式でデータを返す場合に限ります。

マクロ関数はストアドプロシージャ内では機能しません。

例

以下の例では、データベーステーブルは時系列クエリで定義されています。たとえば、すべての列の組み
合わせなど、4valueOne つの系列をグラフパネルで視覚化したいとしますmeasurement。valueTwo右
側のグラフパネルには、達成したいことが視覚化されています。これを解決するには、次の 2 つのクエリ
を使用する必要があります。

次のコード例では、最初のクエリを示しています。

SELECT 
  $__timeGroup(time, '5m') as time, 
  measurement + ' - value one' as metric, 
  avg(valueOne) as valueOne
FROM 
  metric_values
WHERE 
  $__timeFilter(time)
GROUP BY 
  $__timeGroup(time, '5m'), 
  measurement
ORDER BY 1

次のコード例では、2 番目のクエリを示しています。

SELECT 
  $__timeGroup(time, '5m') as time, 
  measurement + ' - value two' as metric, 
  avg(valueTwo) as valueTwo
FROM 
  metric_values
GROUP BY 
  $__timeGroup(time, '5m'), 
  measurement
ORDER BY 1

エポック形式の時間を使用するストアドプロシージャ

上記のようなグラフパネルに 4 つの系列をレンダリングするために必要なすべてのデータを返すストアド
プロシージャを定義できます。この場合、@from@tointストアド・プロシージャはデータ型の 2 つのパ
ラメータを受け入れます。これらのパラメータは、ストアド・プロシージャから返されるデータをフィル
タリングするために使用されるエポック形式の時間範囲 (始点-終点) でなければなりません。

これは select や group by$__timeGroup(time, '5m') の式を真似ているので、長い式が数多く必要に
なります。必要に応じて、これらを MSSQL 関数に抽出できます。
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CREATE PROCEDURE sp_test_epoch( 
  @from int, 
  @to   int
)   AS
BEGIN 
  SELECT 
    cast(cast(DATEDIFF(second, {d '1970-01-01'}, DATEADD(second, 
 DATEDIFF(second,GETDATE(),GETUTCDATE()), time))/600 as int)*600 as int) as time, 
    measurement + ' - value one' as metric, 
    avg(valueOne) as value 
  FROM 
    metric_values 
  WHERE 
    time >= DATEADD(s, @from, '1970-01-01') AND time <= DATEADD(s, @to, '1970-01-01') 
  GROUP BY 
    cast(cast(DATEDIFF(second, {d '1970-01-01'}, DATEADD(second, 
 DATEDIFF(second,GETDATE(),GETUTCDATE()), time))/600 as int)*600 as int), 
    measurement 
  UNION ALL 
  SELECT 
    cast(cast(DATEDIFF(second, {d '1970-01-01'}, DATEADD(second, 
 DATEDIFF(second,GETDATE(),GETUTCDATE()), time))/600 as int)*600 as int) as time, 
    measurement + ' - value two' as metric, 
    avg(valueTwo) as value 
  FROM 
    metric_values 
  WHERE 
    time >= DATEADD(s, @from, '1970-01-01') AND time <= DATEADD(s, @to, '1970-01-01') 
  GROUP BY 
    cast(cast(DATEDIFF(second, {d '1970-01-01'}, DATEADD(second, 
 DATEDIFF(second,GETDATE(),GETUTCDATE()), time))/600 as int)*600 as int), 
    measurement 
  ORDER BY 1
END

次に、グラフパネルに次のクエリを使用できます。

DECLARE 
  @from int = $__unixEpochFrom(), 
  @to int = $__unixEpochTo()

EXEC dbo.sp_test_epoch @from, @to

日時形式の時刻を使用するストアドプロシージャ

上記のようなグラフパネルに 4 つの系列をレンダリングするために必要なすべてのデータを返すストアド
プロシージャを定義できます。この場合、datetimeストアドプロシージャはデータ型の 2 つのパラメー
タを受け入れます。これらのパラメータは、ストアドプロシージャから返されるデータをフィルタリング
するために使用する時間範囲 (始点から終点) でなければなりません。@from@to

これは select や group by$__timeGroup(time, '5m') の式を真似ているので、長い式が数多く必要に
なります。必要に応じて、これらを MSSQL 関数に抽出できます。

CREATE PROCEDURE sp_test_datetime( 
  @from datetime, 
  @to   datetime
)   AS
BEGIN 
  SELECT 
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    cast(cast(DATEDIFF(second, {d '1970-01-01'}, time)/600 as int)*600 as int) as time, 
    measurement + ' - value one' as metric, 
    avg(valueOne) as value 
  FROM 
    metric_values 
  WHERE 
    time >= @from AND time <= @to 
  GROUP BY 
    cast(cast(DATEDIFF(second, {d '1970-01-01'}, time)/600 as int)*600 as int), 
    measurement 
  UNION ALL 
  SELECT 
    cast(cast(DATEDIFF(second, {d '1970-01-01'}, time)/600 as int)*600 as int) as time, 
    measurement + ' - value two' as metric, 
    avg(valueTwo) as value 
  FROM 
    metric_values 
  WHERE 
    time >= @from AND time <= @to 
  GROUP BY 
    cast(cast(DATEDIFF(second, {d '1970-01-01'}, time)/600 as int)*600 as int), 
    measurement 
  ORDER BY 1
END

次に、グラフパネルに次のクエリを使用できます。

DECLARE 
  @from datetime = $__timeFrom(), 
  @to datetime = $__timeTo()

EXEC dbo.sp_test_datetime @from, @to

アラート
時系列クエリはアラート条件で機能するはずです。テーブル形式のクエリは、アラートルール条件ではま
だサポートされていません。

ムーグソフト AIOps
Moogsoftは、Moogsoft Enterprise内からアクセスできる豊富なレポート機能とダッシュボード機能を備え
ています。Moogsoft AIOps アプリケーションの詳細については、「ムーグソフト」を参照してください。

ムーグソフトの状況
サイドメニューや検索ボックスのフィルター可能なリストでシチュエーションを表示したり、どのシチュ
エーションがサービスに影響を与えているかを確認したりできます。アサインメントの通知が有効になっ
ている場合は、シチュエーションの割り当てに関する通知を受け取ることがあります。
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シチュエーションルーム

シチュエーションルームは、シチュエーションとそのアラートの解決策を見つけることに関わるすべての
Moogsoft AIOpsユーザーが集まる仮想ミーティングの場です。オペレーターは、多くの時間をシチュエー
ションルームでシチュエーションの原因を調査することに費やします。目標は、アラートを解決し、次に
状況を解決する方法を見つけることです。

状況に応じたコラボレーション

「コラボレート」タブには、チームメンバーと話したり、状況を解決したりできるチャット環境がありま
す。

状況を解決する方法

これは以下の方法で対応できます。

• サービスの概要で影響を受けるサービスを確認してください。Moogsoft AIOpsワークベンチの「サービ
ス概要」セクションには、どのサービスがシチュエーションの影響を受けるかが示されています。
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• チームルームを開くには、サイドメニューのチームルーム名に移動します。チームルームは、チーム内
の同僚と協力して状況の解決策を見つけるのに適した場所です。チームルームには、チームに割り当て
られた状況、投稿された新しいコメント、作成された解決手順など、最近のアクティビティがすべて表
示されます。また、メニューの右側で、チームのどのメンバーが現在Moogsoft AIOpsにログインしてい
るかを確認できます。

• かんばんスタイルのボードで状況を確認するには、「タスクボード」タブに移動します。どの状況が自
分に割り当てられているかは、「割り当て済み」列で確認できます。

• [Situation自分に割り当てられた内容をすべて確認] を選択します。これにより、ステータスが「進行
中」に変わり、作業中であることがチームに通知されます。

• 割り当てられたシチュエーションに移動します。シチュエーションルームが開き、次のようなシチュ
エーションに関する重要な情報が表示されます。
• 状況状況
• アラートの数
• 影響を受けるサービス
• 状況を解決するための次のステップ

ムーグソフトのテンプレート変数

テンプレート変数を設定するには、クエリ変数のクエリフィールドにエンドポイント名を指定します。

例:getTeamsまたはgetServices

クエリエディターの選択ドロップダウンで、$プレフィックスを付けた変数の名前を指定します。たとえ
ば、変数に名前が付いている場合はTeam、$Teamチームドロップダウンで指定し、Enter キーを選択して
変数を追加します。ダッシュボード上部の変数ドロップダウンを使用してチームフィルターを設定できる
ようになりました。

MySQL
MySQL データソースを追加すると、MySQL 互換データベースのデータをクエリして視覚化できます。

Important

Grafana バージョン 8.0 では、MySQL、Postgres、および Microsoft SQL Server データソース
のデータフレームの基礎となるデータ構造が変更されています。その結果、時系列クエリの結果
が幅広い形式で返されます。詳細については、Grafana データフレームドキュメントの「ワイド
フォーマット」を参照してください。
ビジュアライゼーションを以前と同じように機能させるには、手動で移行しなければならない
場合があります。解決策の 1 つは、Github の Postgres/MySQL/MSSQL で文書化されていま
す。v8.0 では、時系列クエリとデータ列の順序付けに関する重大な変更が行われました。

データソースの追加

1. 上部のヘッダーにある Grafana アイコンを選択してサイドメニューを開きます。
2. サイドメニューの [ダッシュボード] リンクの下に、[データソース] という名前のリンクがあるはずで

す。
3. 上部のヘッダーにある [+ データソースの追加] ボタンを選択します。
4. 「タイプ」ドロップダウンリストから「MySQL」を選択します。
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データソースオプション

名前 説明

Name データソース名。これがパネルとクエリのデータ
ソースの表示方法です。

Default デフォルトのデータソースでは、新しいパネル用
に事前に選択されます。

Host MySQL インスタンスの IP アドレス/ホスト名と
オプションのポート。

Database MySQL データベースの名前。

User データベースユーザーのログイン/ユーザー名。

Password データベースユーザーのパスワード。

Max open データベースへのオープン接続の最大数。デフォ
ルトunlimited (Grafana v5.4+)。

Max idle アイドル接続プール内の最大接続数。デフォル
ト2 (Grafana v5.4+)。

Max lifetime 接続を再利用できる最大実行時間 (秒)。デ
フォルトは14400 /4 時間です。これは常に 
MySQL (Grafana v5.4 以降) で設定されている
wait_timeout よりも低くなければなりません。

最小時間間隔

$_interval$_interval_ms変数の下限。1mデータが毎分書き込まれる場合など、書き込み頻度を設定
することをお勧めします。このオプションは、ダッシュボードパネルの [データソースオプション] でオー
バーライド/設定することもできます。この値は、1m (1 分) や30s (30 秒) のように、数字の後に有効な時
間識別子が続く形式にする必要があります。次の時間識別子がサポートされています。

識別子 説明

y 年

M 月

w 週

d 日

h 時間

m 分

s 秒

ms ミリ秒
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データベースへのアクセス許可
Important

データソースを追加するときに指定するデータベースユーザーには、指定したデータベースとク
エリ対象のテーブルに対する SELECT 権限のみを与える必要があります。Grafana はクエリが安
全であることを検証しません。クエリには任意の SQL ステートメントを含めることができます。
たとえば、USE otherdb;DROP TABLE user;やなどのステートメントが実行されます。これ
を防ぐため、権限が制限された特定の MySQL ユーザーを作成することを強くお勧めします。

次のコード例は、権限が制限された特定の MySQL ユーザーを作成する方法を示しています。

 CREATE USER 'grafanaReader' IDENTIFIED BY 'password'; 
 GRANT SELECT ON mydatabase.mytable TO 'grafanaReader';

より多くのデータベースとテーブルへのアクセスを許可するには、必要に応じてデータベースまたはテー
ブルの代わりにワイルドカード文字 (*) を使用できます。

クエリエディタ
MySQL クエリエディターは、パネルの編集モードの [メトリクス] タブにあります。編集モードに入るに
は、パネルタイトルを選択し、次に [編集] を選択します。

クエリエディターには、パネル編集モードでクエリを実行した後に表示される Generated SQL リンクがあ
ります。これを選択すると、展開され、実行された生の補間された SQL 文字列が表示されます。

テーブル、時間列、メトリック列を選択 (FROM)

初めて編集モードに入るか、新しいクエリを追加すると、Grafana はタイムスタンプ列と数値列を持つ最
初のテーブルをクエリビルダーに事前入力しようとします。

FROM フィールドでは、Grafana は設定されたデータベースにあるテーブルを提案します。データベース
ユーザーがアクセスできる別のデータベースのテーブルまたはビューを選択するには、次のような完全修
飾名 (database.table) を手動で入力できますotherDb.metrics。

時間列フィールドは、時間値を保持する列の名前を指します。メトリック列フィールドの値の選択は任意
です。値を選択すると、メトリック列フィールドがシリーズ名として使用されます。

指標列の候補には、テキストデータ型 (text、tinytext、mediumtext、longtext、varchar、char) の列のみ
が含まれます。別のデータ型の列をメトリック列として使用する場合は、列名をキャストで入力できま
すCAST(numericColumn as CHAR)。メトリック列フィールドには、次のようなテキストデータ型に
なる任意の SQL 式を入力することもできますCONCAT(column1, " ", CAST(numericColumn as 
CHAR))。

列と集計関数 (SELECT)

SELECT行では、使用する列と関数を指定できます。列フィールドには、column1 * column2 / 
column3などの列名の代わりに任意の式を記述できます。

集計関数を使用する場合は、結果セットをグループ化する必要があります。GROUP BY time集約関数を
追加すると、エディタは自動的にを追加します。

プラスボタンを選択してメニューから選択することで、さらに値列を追加できます。Column複数の値の列
は、グラフパネルに別々の系列としてプロットされます。

データのフィルタリング (WHERE)

フィルターを追加するには、WHERE条件の右側にあるプラスアイコンを選択します。フィルターを選択し
てを選択すると、フィルターを削除できますRemove。現在選択されている時間範囲のフィルターが新しい
クエリに自動的に追加されます。
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グループ別

時間またはその他の列でグループ表示する際には、「グループ別」行の末尾にあるプラスアイコンを選
択します。候補ドロップダウンリストには、現在選択しているテーブルのテキスト列のみが表示されます
が、任意の列を手動で入力できます。グループを削除するには、項目を選択してを選択しますRemove。

グループを追加する場合は、選択したすべての列に集計関数を適用する必要があります。クエリービル
ダーは、グループを追加すると、集計関数なしですべての列に集計関数を自動的に追加します。

ギャップフィリング

Grafana では、時間別にグループ化すると欠損値を埋めることができます。time 関数は 2 つの引数を受け
入れます。最初の引数はグループ化の基準となる時間枠で、2 番目の引数は Grafana に見つからない項目
を埋めてほしい値です。

テキストエディターモード (raw)

ハンバーガーアイコンを選択して [エディターモードの切り替え] を選択するか、クエリの下にある [SQL 
の編集] を選択すると、未処理のクエリエディターモードに切り替えることができます。

Note

未処理のクエリエディターを使用する場合は、クエリに少なくともORDER BY time、返された
時間範囲のフィルターが含まれていることを確認してください。

マクロ
構文を簡略化し、日付範囲フィルターなどの動的な部分を使用できるようにするために、クエリにマクロ
を含めることができます。

マクロの例 説明

$__time(dateColumn) UNIX タイムスタ
ンプに変換して
カラムの名前を
変更するには、
式に置き換えられ
ますtime_sec。
たとえ
ば、UNIX_TIMESTAMP 
(DateColumn) は 
time_sec と入力
します。

$__timeEpoch(dateColumn) UNIX タイムスタ
ンプに変換して
カラムの名前を
変更するには、
式に置き換えられ
ますtime_sec。
たとえ
ば、UNIX_TIMESTAMP 
(DateColumn) は 
time_sec と入力
します。

$__timeFilter(dateColumn) 指定された列名
を使用する時間
範囲フィルター
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マクロの例 説明
に置き換えら
れます。たとえ
ば、FROM_UNIXTIME 
(1494410783) と 
FROM_UNIXTIME 
(1494410983) の
間の日付列。

$__timeFrom() 現在アクティブな
時間選択の開始時
刻に置き換えら
れます。たとえ
ば、FROM_UNIXTIME 
(1494410783) な
どです。

$__timeTo() 現在アクティブ
な時間選択の末
尾に置き換えら
れます。たとえ
ば、FROM_UNIXTIME 
(1494410983) な
どです。

$__timeGroup(dateColumn,'5m') GROUP BY 句
で使用できる
式に置き換えら
れます。たとえ
ば、キャスト 
(UNIX_TIMESTAMP 
(DATEColumn)/
(300) を符号付き
として)、300 を
符号付きとして
キャスト)、*

$__timeGroup(dateColumn,'5m', 0) 前の行と同じです
が、fillパラメータ
があるため、そ
の系列の欠落ポ
イントがgrafana
によって追加さ
れ、0が値として
使用されます。

$__timeGroup(dateColumn,'5m', NULL) 上記と同じです
が、欠落したポ
イントの値には 
NULL が使用され
ます。
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マクロの例 説明

$__timeGroup(dateColumn,'5m', previous) 上記と同じです
が、値が表示さ
れていない場合
はそのシリーズ
の以前の値が入
力値として使用
され、NULL が
使用されます
（Grafana 5.3以
降でのみ使用可
能）。

$__timeGroupAlias(dateColumn,'5m') $__timeGroupと
同じですが、列エ
イリアスが追加さ
れます（Grafana 
5.3以降でのみ使
用可能）。

$__unixEpochFilter(dateColumn) 指定された列名
を使用し、時間
を Unix タイムス
タンプで表現し
た時間範囲フィ
ルターに置き換
えられます。例え
ば、dateColumn 
> 1494410783 
AND 
dateColumn < 
1494497183。

$__unixEpochFrom() Unix タイムス
タンプとして現
在アクティブな
時間選択の開始
位置に置き換え
られます。例え
ば、1494410783。

$__unixEpochTo() 現在アクティブな
時間選択の末尾が 
Unix タイムスタ
ンプとして置き換
えられます。例え
ば、1494497183。
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マクロの例 説明

$__unixEpochNanoFilter(dateColumn) 指定された列名を
使用し、時間をナ
ノ秒のタイムス
タンプで表現し
た時間範囲フィ
ルターに置き換
えられます。例え
ば、dateColumn 
> 
1494410783152415214 
AND 
dateColumn < 
1494497183142514872。

$__unixEpochNanoFrom() ナノ秒のタイムス
タンプとして、現
在アクティブな
時間選択の開始
時刻に置き換え
られます。例え
ば、1494410783152415214。

$__unixEpochNanoTo() ナノ秒のタイムス
タンプとして、
現在アクティ
ブな時間選択の
末尾に置き換え
られます。例え
ば、1494497183142514872。

$__unixEpochGroup(dateColumn,"5m", [fillmode]) Unix$__timeGroup
タイムスタンプ
として保存され
ている時間につ
いては同じです 
(Grafana 5.3 以
降でのみ使用可
能)。

$__unixEpochGroupAlias(dateColumn,"5m", [fillmode])` 上記と同じです
が、列エイリア
スも追加されま
す（Grafana 5.3
以降でのみ使用可
能）。

クエリエディターには、パネル編集モードでクエリを実行した後に表示される Generated SQL リンクがあ
ります。これを選択すると、展開され、実行された生の補間された SQL 文字列が表示されます。

テーブルクエリ

[クエリとしてフォーマット] オプションが [テーブル] に設定されている場合、基本的にどのタイプの SQL 
クエリも実行できます。テーブルパネルには、クエリが返す列と行の結果が自動的に表示されます。

以下のコードはクエリの例を示しています。
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SELECT 
  title as 'Title', 
  user.login as 'Created By' , 
  dashboard.created as 'Created On' 
 FROM dashboard
INNER JOIN user on user.id = dashboard.created_by
WHERE $__timeFilter(dashboard.created)

テーブルパネルの列の名前は、as通常の SQL 列選択構文を使用して制御できます。

時系列クエリ

たとえば、グラフパネルで使用するために Format を Time series に設定した場合、クエリは SQL 日時ま
たは Unixtime エポックを表す任意の数値データ型のいずれかを返すという名前の列を返す必要がありま
す。timemetricを除くすべての列は値列として扱われます。metric値列のメトリック名として使用され
る名前の列を返すことができます。複数の値列とという名前の列を返す場合metric、この列はシリーズ名
のプレフィックスとして使用されます（Grafana 5.3以降でのみ使用可能）。

時系列クエリの結果セットは時間順にソートする必要があります。

次のコード例は、metric列を示しています。

SELECT 
  $__timeGroup(time_date_time,'5m'), 
  min(value_double), 
  'min' as metric
FROM test_data
WHERE $__timeFilter(time_date_time)
GROUP BY time
ORDER BY time

次のコード例は、$__TimeGroup マクロの fill パラメーターを使用して NULL 値を代わりに 0 に変換する方
法を示しています。

SELECT 
  $__timeGroup(createdAt,'5m',0), 
  sum(value_double) as value, 
  measurement
FROM test_data
WHERE 
  $__timeFilter(createdAt)
GROUP BY time, measurement
ORDER BY time

次のコード例は、複数の列を示しています。

SELECT 
  $__timeGroup(time_date_time,'5m'), 
  min(value_double) as min_value, 
  max(value_double) as max_value
FROM test_data
WHERE $__timeFilter(time_date_time)
GROUP BY time
ORDER BY time
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現在、時間範囲とパネル幅に基づく時間別の動的グループはサポートされていません。これはfuture サ
ポートされる可能性があります。

テンプレート作成

メトリッククエリにサーバー、アプリケーション、センサー名などをハードコーディングする代わりに、
変数を代わりに使用できます。変数はダッシュボード上部のドロップダウン選択ボックスとして表示さ
れます。これらのドロップダウンボックスを使用して、ダッシュボードに表示されるデータを変更できま
す。

テンプレートとテンプレート変数の詳細については、「」を参照してくださいテンプレート (p. 550)。

クエリ変数

そのタイプのテンプレート変数を追加するとQuery、計測名、キー名、ドロップダウン選択ボックスとし
て表示されるキー値などを返す MySQL クエリを作成できます。

たとえば、テンプレート変数の Query 設定でこのようなクエリを指定すると、hostnameテーブル内の列
のすべての値を含む変数を作成できます。

SELECT hostname FROM my_host

クエリは複数の列を返すことができ、Grafana はそれらの列から自動的にリストを作成します。たとえ
ば、次のクエリはhostname、との値を含むリストを返しますhostname2。

SELECT my_host.hostname, my_other_host.hostname2 FROM my_host JOIN my_other_host ON 
 my_host.city = my_other_host.city

クエリなどで時間範囲に依存するマクロを使用するには、テンプレート変数の更新モード
を$__timeFilter(column) On Time Range Change に設定する必要があります。

SELECT event_name FROM event_log WHERE $__timeFilter(time_column)

もう 1 つのオプションは、キー/値変数を作成できるクエリです。クエリは、__textとという名前の列を 
2 つ返す必要があります__value。__text列の値は一意でなければなりません (一意でない場合は、最初
の値が使用されます)。ドロップダウンリストのオプションにはテキストと値が表示されるので、わかりや
すい名前をテキストとして、ID を値として使用できます。

次のコード例は、idテキストと値の両方を使用するクエリを示しています。hostname

SELECT hostname AS __text, id AS __value FROM my_host

ネストされた変数を作成することもできます。たとえば、という名前の別の変数があるとしますregion。
次に、このようなクエリを使用して、hosts変数に現在選択されているリージョンのホストのみを表示させ
ることができます（複数値の変数の場合はregion、複数の値と照合するのではなく=、IN比較演算子を使
用します）。

SELECT hostname FROM my_host  WHERE region IN($region)
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__searchFilterクエリー変数の結果をフィルタリングするために使用する

__searchFilterクエリフィールドでを使用すると、ユーザーがドロップダウンセレクトボックス
に入力した内容に基づいてクエリ結果がフィルタリングされます。ユーザーが何も入力していない場
合、__searchFilterのデフォルト値はです%。

Note

__searchFilter式を引用符で囲むことが重要です。Grafana では自動的に引用符は生成されま
せん。

次の例は、__searchFilterクエリフィールドの一部として使用して、hostnameユーザーがドロップダ
ウンセレクトボックスに入力している間に検索を有効にする方法を示しています。

SELECT hostname FROM my_host  WHERE hostname LIKE '$__searchFilter'

クエリでの変数の使用

Grafana 4.3.0 から 4.6.0 までは、テンプレート変数は常に自動的に引用符で囲まれるため、文字列値の場
合は where 節で引用符で囲まないでください。

Grafana 4.7.0 以降、テンプレート変数の値は、テンプレート変数が amulti-value の場合にのみ引用符
で囲まれます。

変数が複数値の変数の場合は、=複数の値との照合を行うのではなく、IN比較演算子を使用してくださ
い。

次の 2 つの構文があります。

$<varname>という名前のテンプレート変数を使用した例hostname:

SELECT 
  UNIX_TIMESTAMP(atimestamp) as time, 
  aint as value, 
  avarchar as metric
FROM my_table
WHERE $__timeFilter(atimestamp) and hostname in($hostname)
ORDER BY atimestamp ASC

[[varname]]という名前のテンプレート変数を使用した例hostname:

SELECT 
  UNIX_TIMESTAMP(atimestamp) as time, 
  aint as value, 
  avarchar as metric
FROM my_table
WHERE $__timeFilter(atimestamp) and hostname in([[hostname]])
ORDER BY atimestamp ASC

複数値変数の引用符を無効にする

Grafana は、複数値の変数に対して、引用符で囲まれたカンマで区切られた文字列を自動的に作成しま
す。例:server01とを選択するとserver02、次のような形式になります'server01', 'server02'。
引用符を無効にするには、変数の csv フォーマットオプションを使用してください。

${servers:csv}

変数のフォーマットオプションの詳細については、「」を参照してください可変形式オプショ
ン (p. 560)。
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注釈

注釈を使用して、豊富なイベント情報をグラフの上に重ねることができます。注釈クエリは、ダッシュ
ボードメニュー/注釈ビューから追加します。詳細については、「」を参照してください。

次のコード例は、エポック値を含む時間列を使用するクエリを示しています。

SELECT 
  epoch_time as time, 
  metric1 as text, 
  CONCAT(tag1, ',', tag2) as tags
FROM 
  public.test_data
WHERE 
  $__unixEpochFilter(epoch_time)

次のコード例は、エポック値を含む time 列と timeend 列を使用したリージョンクエリを示しています。

Note

Grafana v6.6 以降でのみ使用できます。

SELECT 
  epoch_time as time, 
  epoch_timeend as timeend, 
  metric1 as text, 
  CONCAT(tag1, ',', tag2) as tags
FROM 
  public.test_data
WHERE 
  $__unixEpochFilter(epoch_time)

次のコード例は、ネイティブ SQL 日付/時刻データ型の時間列を使用するクエリを示しています。

SELECT 
  native_date_time as time, 
  metric1 as text, 
  CONCAT(tag1, ',', tag2) as tags
FROM 
  public.test_data
WHERE 
  $__timeFilter(native_date_time)

名前 説明

time 日付/時刻フィールドの名前。ネイティブ SQL の日付/
時刻データ型またはエポック値の列である可能性があり
ます。

timeend 終了日/時間フィールドのオプション名。ネイティブ 
SQL の日付/時刻データ型またはエポック値の列である
可能性があります。

text イベントの説明フィールド。

tags カンマ区切り文字列としてフィールド名を指定します。
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アラート
時系列クエリはアラート条件で機能するはずです。テーブル形式のクエリは、アラートルール条件ではま
だサポートされていません。

OpenSearch
Amazon マネージド Grafana では、オープンソース OpenSearch(またはレガシー Elasticsearch) をデータ
ソースとして追加できます。 OpenSearch さまざまな種類の単純または複雑なクエリを実行して、に保存
されているログやメトリックを視覚化できます OpenSearch。に保存されているログイベントでグラフに
注釈を付けることもできます OpenSearch。

OpenSearch データソースとして追加
Note

OpenSearch データソースを追加できるようにするには、Grafana IAM アカウントを 
ALL_ACCESS ロールと SECURITY_MANAGER ロールに追加する必要があります。

1. 上部のヘッダーにある Grafana アイコンを選択してサイドメニューを開きます。
2. 「ダッシュボード」リンクの下のサイドメニューに、名前付きの「データソース」リンクがあるはず

です。
3. 上部のヘッダーにある [+ データソースの追加] ボタンを選択します。
4. 「タイプ」OpenSearchドロップダウンリストから選択します。

Note

サイドメニューに [データソース] リンクが表示されない場合は、Admin現在のユーザーにその
ロールがないことを意味します。

名
前

説明

Name データソース名。これがパネルとクエリのデータソースの表示方法です。

Defaultデフォルトのデータソースでは、新しいパネル用に事前に選択されます。

Url OpenSearch サーバーの HTTP プロトコル、IP、およびポート。

Accessサーバー (デフォルト) = URL は Grafana バックエンド/サーバーからアクセスできる必要があり
ます。ブラウザ = URL はブラウザからアクセスできる必要があります。

アクセスモードは、データソースへのリクエストの処理方法を制御します。他に何も記載がない場合は、
サーバーを使用することをお勧めします。

サーバーアクセスモード (デフォルト)

リクエストはすべてブラウザから Grafana のバックエンドまたはサーバーに送信され、そのサーバーがリ
クエストをデータソースに転送するので、クロスオリジンリソースシェアリング (CORS) の要件を回避で
きます。このアクセスモードを選択する場合、URL は Grafana バックエンドまたはサーバーからアクセス
できる必要があります。

ブラウザ (ダイレクト) アクセス

Amazon マネージド Grafana は、 OpenSearchデータソースへのブラウザ直接アクセスをサポートしてい
ません。
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索引設定

ここでは、time fieldのデフォルトを指定し、 OpenSearch インデックスの名前を指定できます。イン
デックス名には時間パターンまたはワイルドカード文字を使用できます。

OpenSearch/エラスティックサーチバージョン

バージョンドロップダウンメニューで、お使いの Elasticsearch OpenSearch のバージョンまたはレガシー
バージョンを指定します。バージョンごとにクエリの構成方法が異なるため、バージョンは重要です。現
在、Grafana は OpenSearch 1.0.x をサポートしています。サポートされている Elasticsearch のバージョ
ンは2.0+、5.0+、5.6+、6.0+、7.0+およびです。この値は、バージョン 5.6 以上が 6.05.6+ 未満であ
ることを意味します。この値は、バージョン 6.0 以上が 7.06.0+ 未満であることを意味します。最後に、
「バージョン 7.0 以上、ただし 8.0 より前のバージョン」7.0+ を意味します。

最小時間間隔

時間間隔によるauto グループの下限です。データが 11m 分ごとに書き込まれる場合など、書き込み頻度に
設定することをおすすめします。このオプションは、ダッシュボードパネルの [データソースオプション] 
でオーバーライド/設定することもできます。この値は、1m (1 分) や30s (30 秒) のように、数字の後に有
効な時間識別子が続く形式にする必要があります。次の時間識別子がサポートされています。

識別子 説明

y 年

M 月

w 週

d 日

h 時間

m 分

s 秒

ms ミリ秒

ログ

Message field nameLevel field nameとの 2 つのパラメーターをオプションでデータソース設定
ページで構成できます。これらのパラメーターは、探索 (p. 537)ログインを視覚化するときのログメッ
セージとログレベルに使用するフィールドを決定します。

たとえば、ログの送信先に Filebeat のデフォルト設定を使用している場合は OpenSearch、次の設定でう
まくいくはずです。

• メッセージフィールド名:メッセージ
• レベルフィールド名:fields.level

データリンク

データリンクは、Exploreのログビューでアクセスできる指定されたフィールドからリンクを作成します。

各データリンク構成には次が含まれます。

• フィールド — データリンクが使用するフィールドの名前。
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• URL/クエリ — リンクが外部の場合は、リンクの完全な URL を入力します。リンクが内部リ
ンクの場合、この入力はターゲットデータソースのクエリとして機能します。どちらの場合
も、${__value.raw }フィールドの値をマクロで補間できます。

• 内部リンク — リンクが内部または外部の場合はこれを選択します。リンクが内部にある場合は、データ
ソースセレクターを使用してターゲットデータソースを選択できます。サポートされるのはトレーシン
グデータソースのみです。

OpenSearch データソースを使用する

メトリクスのクエリエディタ

OpenSearch クエリエディターでは、複数の指標を選択し、複数の用語またはフィルターでグループ化で
きます。右側のプラスアイコンとマイナスアイコンを使用して、指標を追加/削除したり、条項ごとにグ
ループ化したりできます。一部の指標とグループ化条項にはオプションがあります。オプションテキスト
を選択して行を展開すると、指標またはオプション別のグループを表示および編集できます。

シリーズの命名パターンとエイリアスパターン

Alias時系列の名前は入力フィールドで制御できます。

パターン: 説明

{{term fieldname}} Group By という用語の値に置き換えられました。

{{metric}} メトリック名に置き換えました (例: 平均、最小、
最大)。

{{field}} メトリックフィールド名に置き換えられました。

パイプラインメトリクス

一部の指標集約はパイプライン集計と呼ばれます。たとえば、移動平均や微分などです。 OpenSearch パ
イプラインメトリクスの基準となる別のメトリックが必要です。指標の横にある目のアイコンを使用し
て、指標がグラフに表示されないようにします。これは、クエリにしか含まれていないメトリクスをパイ
プラインメトリクスで使用する場合に役立ちます。

テンプレート作成

メトリッククエリにサーバー、アプリケーション、センサー名などをハードコーディングする代わりに、
変数を代わりに使用できます。変数はダッシュボード上部のドロップダウン選択ボックスとして表示さ
れます。これらのドロップダウンボックスを使用して、ダッシュボードに表示されるデータを変更できま
す。

テンプレートとテンプレート変数の詳細については、「」を参照してくださいテンプレートと変
数 (p. 549)。

クエリ変数

OpenSearch データソースは、クエリ変数の [クエリ] フィールドで使用できる 2 種類のクエリをサポート
しています。クエリはカスタム JSON 文字列を使用して記述されます。

Query 説明

{"find": "fields", 
"type": "keyword"}

インデックスタイプのフィールド名のリストを返しますkeyword。
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Query 説明

{"find": "terms", 
"field": "@hostname", 
"size": 1000}

用語集約を使用してフィールドの値のリストを返します。クエリは、現
在のダッシュボードの時間範囲をクエリの時間範囲として使用します。

{"find": "terms", 
"field": "@hostname", 
"query": '<lucene 
query>'}

用語集約と指定された Lucene クエリフィルターを使用して、フィール
ドの値のリストを返します。クエリは、現在のダッシュボードの時間範
囲をクエリの時間範囲として使用します。

用語クエリのデフォルトのサイズ制限は 500 です。カスタム制限を設定するには、クエリのサイズプロパ
ティを設定します。クエリ内では他の変数を使用できます。次のコード例は、という名前の変数のクエリ
定義を示しています$host。

{"find": "terms", "field": "@hostname", "query": "@source:$source"}

前の例では、$sourceクエリ定義内で指定された別の変数を使用しています。ドロップダウンリストを使
用して変数の現在の値を変更するたびに、$source変数の更新が開始されます。$host更新後、$host変
数には、@sourceこの場合はドキュメントプロパティでフィルタリングされたホスト名のみが含まれま
す。

これらのクエリはデフォルトで用語順に結果を返します (他の変数と同様にアルファベット順または数値
順にソートできます)。ドキュメント数でソートされた用語のリスト (上位N個の値のリスト) を作成するに
は、orderByのプロパティを追加しますdoc_count。これにより、降順のソートが自動的に選択されま
す。doc_count (下位 N 個のリスト)asc と一緒に使用することもできますがorder: "asc"、ドキュメン
トカウントのエラーが増えるのでお勧めしません。用語をドキュメント数の順序どおりに保つには、変数
の「ソート」ドロップダウンリストを「無効」に設定します。あるいは、アルファベット順に並べ替えて
並べ替えることもできます。

{"find": "terms", "field": "@hostname", "orderBy": "doc_count"}

クエリでの変数の使用

次の 2 つの構文があります。

• $<varname>例:@hostname: $ホスト名
• [[varname]]例:@hostname: [[ホスト名]]

なぜ二通りの方法なの？ 最初の構文は読み書きが簡単ですが、単語の途中で変数を使用することはできま
せん。[複数値] または [すべての値を含む] オプションを有効にすると、Grafana はラベルをプレーンテキ
ストから Lucene 互換の条件に変換します。

前の例では、@hostnameという名前の変数を使用してプロパティに基づいてドキュメントをフィルタリン
グする lucene$hostname クエリがあります。また、フィールドごとの用語グループ入力ボックス内の変
数も使用しています。これにより、変数を使用してデータのグループ化方法をすばやく変更できます。

注釈

注釈を使用すると、豊富なイベント情報をグラフの上に重ねることができます。注釈クエリは、ダッシュ
ボードメニューまたは注釈ビューで追加します。Grafana は、 OpenSearch アノテーションイベントの任
意のインデックスにクエリを実行できます。詳細については、「注釈 (p. 520)」を参照してください。
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名
前

説明

Query検索クエリは空白のままにすることも、Lucene クエリを指定することもできます。

Time時間フィールドの名前。日付フィールドでなければなりません。

Time 
End

時間終了フィールドのオプション名は日付フィールドでなければなりません。設定すると、注釈は
時刻と終了時刻の間の領域としてマークされます。

Textイベントの説明フィールド。

Tagsイベントタグに使用するオプションのフィールド名 (配列または CSV 文字列)。

ログのクエリ

OpenSearch からのログデータのクエリと表示は、Exploreで使用できます。ログを表示するには、 
OpenSearch データソースを選択し、オプションで Lucene クエリを入力します。詳細については、「探
索 (p. 537)」を参照してください。

ログクエリ

結果が返されると、ログパネルにログ行のリストと、X 軸が時間、Y 軸が頻度またはカウントを示す棒グ
ラフが表示されます。

ログメッセージのフィルタリング

オプションで、Lucene クエリをクエリフィールドに入力してログメッセージをフィルタリングします。た
とえば、デフォルトのFilebeat設定では、fields.level:errorエラーログメッセージのみを表示できる
はずです。

OpenTSDB
アマゾンマネージドGrafana には OpenTSDB の高度なサポートが付属しています。

データソースの追加

1. 上部のヘッダーにある Grafana アイコンを選択してサイドメニューを開きます。
2. 「ダッシュボード」リンクの下のサイドメニューに、「データソース」リンクがあるはずです。
3. 上部のヘッダーにある [+ データソースの追加] ボタンを選択します。
4. 「タイプ」ドロップダウンリストから「OpenTSDB」を選択します。

Note

サイドメニューに [データソース] リンクが表示されない場合は、Admin現在のユーザーにその
ロールがないことを意味します。

名前 説明

Name データソース名。これがパネルとクエリのデータソースの表示方法です。

Defaultデフォルトのデータソースでは、新しいパネル用に事前に選択されます。

Url opentsdb サーバーの HTTP プロトコル、IP、ポート (デフォルトのポートは通常 4242 です)。

Access サーバー (デフォルト) = URL は Grafana バックエンド/サーバーからアクセスできる必要があり
ます。
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名前 説明

Versionバージョン = opentsdb のバージョン、<=2.1 または 2.2 のいずれかです。

Resolutionopentsdb のメトリクスには、秒単位またはミリ秒単位のデータポイントが含まれる場合があり
ます。

クエリエディタ
タイトルを選択して、編集モードでグラフを開きます。データソースのバージョンが2.1以下の場合と2.2
の場合、クエリエディターは異なります。以前のバージョンでは、OpenTSDBのクエリにはタグしか使用
できませんでした。しかし、後者のバージョンでは、タグだけでなくフィルターも使用して opentsdb を
クエリできます。フィルポリシーは OpenTSDB 2.2 でも導入されています。

Note

OpenTSDB 2.2データソースを使用する際は、フィルターまたはタグは相互に排他的であるた
め、必ず使用してください。一緒に使用すると、奇妙な結果になることがあります。

オートコンプリートの提案の使用

指標名、タグ名、タグ値を入力し始めるとすぐに、それらのauto コンプリートの候補が強調表示されま
す。オートコンプリートは、OpenTSDB サジェスト API が有効になっている場合にのみ機能します。

テンプレートクエリ
メトリッククエリにサーバー、アプリケーション、センサー名などをハードコーディングする代わりに、
変数を代わりに使用できます。変数はダッシュボード上部のドロップダウン選択ボックスとして表示さ
れます。これらのドロップダウンボックスを使用して、ダッシュボードに表示されるデータを変更できま
す。

テンプレートとテンプレート変数の詳細については、「」を参照してくださいテンプレートと変
数 (p. 549)。

クエリ変数

OpenTSDB データソースはテンプレート変数クエリをサポートしています。つまり、OpenTSDBから値を
取得するテンプレート変数を作成できるということです。たとえば、指標名、タグ名、タグ値などです。

queryOpenTSDBをテンプレート型の変数で使用する場合、検索には次の構文を使用できます。

Query 説明

metrics(prefix) 特定のプレフィックスが付いたメトリック名を返します (空でもかまいませ
ん)。

tag_names(cpu) 特定の CPU メトリックのタグ名 (キーなど) を返します。

tag_values(cpu, 
hostname)

メトリック CPU とタグキーホスト名のタグ値を返します。

suggest_tagk(prefix)特定のプレフィックス (空でも可) を持つすべてのメトリクスのタグ名 (キー
など) を返します。

suggest_tagv(prefix)特定のプレフィックス (空でも可) を持つすべてのメトリクスのタグ値を返し
ます。

Preview of valuesセクションにテンプレート変数が入力されていない場合
は、tsd.core.meta.enable_realtime_ts OpenTSDBサーバー設定で有効にする必要があります。ま
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た、OpenTSDBに既存の時系列データのメタデータを入力するには、tsdb uid metasync OpenTSDB
サーバー上で実行する必要があります。

ネストされたテンプレート

1 つのテンプレート変数を使用して、別のテンプレート変数のタグ値をフィルタリングできます。最初の
パラメータはメトリック名、2 番目のパラメータはタグ値を見つける必要があるタグキー、その後に他の
すべての従属テンプレート変数があります。ネストされたテンプレートクエリを正常に動作させるための
いくつかの例を以下に示します。

Query 説明

tag_values(cpu, 
hostname, env=$env)

CPU メトリックのタグ値、選択した env タグ値、およびタグキーホ
スト名を返します。

tag_values(cpu, 
hostname, env=$env, 
region=$region)

CPU メトリック、選択した env タグ値、選択したリージョンタグ
値、およびタグキーホスト名のタグ値を返します。

OpenTSDB メトリクスクエリの詳細については、OpenTSDB のドキュメントを参照してください。

ピクシー
Pixie は Kubernetes 向けのオブザーバビリティプラットフォームで、開発者がアプリケーションのデバッ
グ、監視、探索を行うことができます。PixieはeBPFを使用して、手動で計測しなくてもテレメトリデー
タを自動的にキャプチャします。

Grafana ユーザーは Grafana プラグインをインストールし、Pixie を Grafana ダッシュボードのデータ
ソースとして使用できます。これを使用して、Pixieで自動的に収集された次のデータを視覚化できます。

• プロトコルトレースとメトリクス:Pixieは、アプリケーションのポッド間で全文メッセージを自動的に
収集します。HTTP、MySQL、DNS、Redis などのプロトコルをサポートします。リクエストレイテン
シー、エラー率、スループットなどのアプリケーションメトリクスを公開することもできます。

• リソースメトリック:ポッドの CPU、メモリ、I/O メトリクス。
• ネットワークメトリック:ネットワーク層と接続レベルの RX/TX 統計情報。
• JVM メトリクス:Java アプリケーションの JVM メモリー管理メトリクス。
• アプリケーション CPU プロファイル:アプリケーションからサンプリングされたスタックトレース。

ピクシーを使う
Pixie ダッシュボードを作成するには、Kubernetes クラスターへのアクセスと Grafana サーバーへのアク
セスが必要です。

Pixie データソースの設定に関するチュートリアルについては、「Pixie をデータソースとして追加する」
を参照してください。

ピクシーパネルの作成

Pixie パネルを作成するには、まずダッシュボードを作成する必要があります。

1. まずダッシュボードを作成します。コンソールメニューの「+」アイコンを選択し、「ダッシュボード
の作成」メニューを選択します。

2. ダッシュボードにパネルを追加します。

新しいダッシュボードビューで、「空のパネルを追加」を選択します。
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3. 編集パネルビューで、「クエリ」タブに移動します。
4. データソースセレクターから Pixie Grafana データソースプラグインを選択してクエリを設定します。
5. 「保存」アイコンを選択してダッシュボードを保存します。

Pixie データソースプラグイン

ピクシー言語 (pXL)

Pixie は Pixie 言語 (PxL) を使用して、Pixie プラットフォームによって収集されたテレメトリデータをク
エリします。

ピクシー言語 (pXL) はドメイン固有言語で、Python の方言を使用します。人気のデータ処理ライブラリ
である Pandas の影響を強く受けており、ほぼ Pandas のサブセットです。PxLはPixie Platformで使用さ
れるため、開発者はアプリケーションとインフラストラクチャを監視、保護、運用するための高性能デー
タ処理パイプラインを作成できます。Python と同様に、pXL は暗黙的に型付けされ、高レベルのデータ
型と関数をサポートします。Python とは異なり、pXL は Pixie プラットフォームがデータ処理の表現力を
維持しながらパフォーマンスを最適化できるようにするデータフロー言語です。PxLプログラムは通常、
有効期間が短く、暗黙的な副作用はありません。そのため、PxL はクラスと例外をサポートしていませ
ん。Python PxL のこのような機能は、ウェブベースの UI、API、または CLI のいずれかを使用して Pixie 
プラットフォームで実行できます。

ピクシー言語 (pXL) の詳細については、pXL を参照してください。

PostgreSQL
PostgreSQL データソースを使用して、Amazon Aurora PostgreSQL データベースのデータをクエリして
視覚化することができます。

Important

Grafana バージョン 8.0 では、Postgres、MySQL、および Microsoft SQL Server データソース
のデータフレームの基礎となるデータ構造が変更されています。その結果、時系列クエリの結果
が幅広い形式で返されます。詳細については、Grafana データフレームドキュメントの「ワイド
フォーマット」を参照してください。
ビジュアライゼーションを以前と同じように機能させるには、手動で移行しなければならない
場合があります。解決策の 1 つは、Github の Postgres/MySQL/MSSQL で文書化されていま
す。v8.0 では、時系列クエリとデータ列の順序付けに関する重大な変更が行われました。

データソースの追加

1. 上部のヘッダーにある Grafana アイコンを選択してサイドメニューを開きます。
2. 構成アイコンの下のサイドメニューに、「データソース」リンクがあるはずです。
3. 上部のヘッダーにある [+ データソースの追加] ボタンを選択します。
4. 「タイプ」ドロップダウンリストから「PostgreSQL」を選択します。

データソースオプション

名前 説明

Name データソース名。これがパネルとクエリのデータ
ソースの表示方法です。

Default デフォルトのデータソースでは、新しいパネル用
に事前に選択されます。
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名前 説明

Host PostgreSQL インスタンスの IP アドレス/ホスト
名とオプションのポート。データベース名は含
めないでください。Postgres に接続するための
接続文字列が正しくないため、エラーが発生しま
す。

Database お使いの PostgreSQL データベースの名前。

User データベースユーザーのログイン/ユーザー名。

Password データベースユーザーのパスワード

SSL Mode このオプションは、安全なSSL TCP/IP接続を
サーバーとネゴシエートするかどうか、またはど
の優先度でネゴシエートするかを決定します。

Max open データベースへのオープン接続の最大数。デフォ
ルトunlimited (Grafana v5.4+)。

Max idle アイドル接続プール内の最大接続数。デフォル
ト2 (Grafana v5.4+)。

Max lifetime 接続を再利用できる最大時間 (秒単位)。デフォル
トは14400 /4 時間 (Grafana v5.4+)。

Version このオプションは、クエリビルダーで使用できる
関数を決定します（Grafana 5.3以降でのみ使用
可能）。

TimescaleDB タイムスケールDBは、PostgreSQLの拡張として
構築された時系列データベースです。有効にする
と、Grafanatime_bucket$__timeGroup はマ
クロで使用し、TimeScaledB 固有の集計関数を
クエリビルダーに表示します（Grafana 5.3 以降
でのみ使用可能）。

最小時間間隔

$_interval$_interval_ms変数の下限。1mデータが毎分書き込まれる場合など、書き込み頻度を設定
することをお勧めします。このオプションは、ダッシュボードパネルの [データソースオプション] でオー
バーライド/設定することもできます。この値は、1m (1 分) や30s (30 秒) のように、数字の後に有効な時
間識別子が続く形式にする必要があります。次の時間識別子がサポートされています。

識別子 説明

y 年

M 月

w 週

d 日

h 時間

m 分
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識別子 説明

s 秒

ms ミリ秒

データベースへのアクセス許可
Important

データソースを追加するときに指定するデータベースユーザーには、指定したデータベースとク
エリ対象のテーブルに対する SELECT 権限のみを与える必要があります。Grafana はクエリが
安全であることを検証しません。クエリには任意の SQL ステートメントを含めることができま
す。たとえば、DELETE FROM user;DROP TABLE user;やなどのステートメントが実行され
ます。これを防ぐため、権限が制限された特定の PostgreSQL ユーザーを作成することを強くお
勧めします。

次のコード例は、権限が制限された特定の PostgreSQL ユーザーを作成する方法を示しています。

 CREATE USER grafanareader WITH PASSWORD 'password'; 
 GRANT USAGE ON SCHEMA schema TO grafanareader; 
 GRANT SELECT ON schema.table TO grafanareader;

ユーザーがパブリックロールから不要な権限を取得しないようにしてください。

クエリエディタ
PostgreSQL クエリエディタは、グラフまたはシングルスタットパネルの編集モードの [メトリクス] タブ
にあります。パネルタイトルを選択して編集モードに入り、編集します。

クエリエディターには、パネル編集モードでクエリを実行した後に表示される Generated SQL リンクがあ
ります。これを選択すると、展開され、実行された生の補間された SQL 文字列が表示されます。

テーブル、時間列、メトリック列を選択 (FROM)

初めて編集モードに入るか、新しいクエリを追加すると、Grafana はタイムスタンプ列と数値列を持つ最
初のテーブルをクエリビルダーに事前入力しようとします。

Grafana は FROM フィールドに、search_pathデータベースユーザーにあるテーブルを提案しま
す。search_pathにないテーブルまたはビューを選択するには、次のような完全修飾名 (schema.table) 
を手動で入力できますpublic.metrics。

時間列フィールドは、時間値を保持する列の名前を指します。メトリック列フィールドの値の選択は任意
です。値を選択すると、メトリック列フィールドがシリーズ名として使用されます。

指標列の候補には、テキストデータ型（char、varchar、text）の列のみが含まれます。データ型の異なる
列をメトリック列として使用するには、列名をキャストで入力できますip::text。メトリック列フィー
ルドには、次のようなテキストデータ型に評価される任意の SQL 式を入力することもできますhostname 
|| ' ' || container_name。

列、ウィンドウ、および集計関数 (SELECT)

SELECT行では、使用する列と関数を指定できます。列フィールドには、などの列名の代わりに任意の式を
記述できますcolumn1 * column2 / column3。

クエリエディターで使用できる機能は、データソースの設定時に選択した PostgreSQL のバージョンに
よって異なります。集計関数を使用する場合は、結果セットをグループ化する必要があります。集計関数
を追加すると、エディタは自動的にを追加しますGROUP BY time。

エディタは、クエリのこの部分を単純化して統一しようとします。
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プラスボタンを選択し、メニューから [列] を選択すると、さらに値列を追加できます。複数の値の列は、
グラフパネルに別々の系列としてプロットされます。

データのフィルタリング (WHERE)

フィルターを追加するには、WHERE条件の右側にあるプラスアイコンを選択します。フィルターを削除す
るには、フィルターを選択して [削除] を選択します。現在選択されている時間範囲のフィルターが新しい
クエリに自動的に追加されます。

グループ別

時間やその他の列でグループ化するには、GROUP BY 行の最後にあるプラスアイコンを選択します。候補
ドロップダウンリストには、現在選択しているテーブルのテキスト列のみが表示されますが、任意の列を
手動で入力できます。グループを削除するには、アイテムを選択し、[削除] を選択します。

グループを追加する場合は、選択したすべての列に集計関数を適用する必要があります。クエリービル
ダーは、グループを追加すると、集計関数なしですべての列に集計関数を自動的に追加します。

ギャップフィリング

Amazon マネージド Grafana では、時間別にグループ化すると欠損値を補うことができます。time 関数は 
2 つの引数を受け入れます。最初の引数はグループ化の基準となる時間枠で、2 番目の引数は Grafana に
見つからない項目を埋めてほしい値です。

テキストエディターモード (RAW)

ハンバーガーアイコンを選択して [エディターモードの切り替え] を選択するか、クエリの下にある [SQL 
の編集] を選択すると、未処理のクエリエディターモードに切り替えることができます。

Note

未処理のクエリエディターを使用する場合は、クエリに少なくともORDER BY time、返された
時間範囲のフィルターが含まれていることを確認してください。

マクロ
マクロをクエリ内で使用すると、構文が簡略化され、動的な部分が可能になります。

マクロの例 説明

$__time(dateColumn) UNIX タイムスタ
ンプに変換して列
の名前を変更する
式に置き換えられ
ますtime_sec。
たとえ
ば、UNIX_TIMESTAMP 
(DATECOLUMN) 
は time_sec と入
力します。

$__timeEpoch(dateColumn) UNIX タイムスタ
ンプに変換して列
の名前を変更する
式に置き換えられ
ますtime_sec。
たとえ
ば、UNIX_TIMESTAMP 
(DATECOLUMN) 
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マクロの例 説明
は time_sec と入
力します。

$__timeFilter(dateColumn) 指定された列名
を使用する時間
範囲フィルター
に置き換えら
れます。たとえ
ば、FROM_UNIXTIME 
(1494410783) と 
FROM_UNIXTIME 
(1494410983) の
間の日付列。

$__timeFrom() 現在アクティブな
時間選択の開始時
刻に置き換えら
れます。たとえ
ば、FROM_UNIXTIME 
(1494410783) な
どです。

$__timeTo() 現在アクティブ
な時間選択の末
尾に置き換えら
れます。たとえ
ば、FROM_UNIXTIME 
(1494410983) な
どです。

$__timeGroup(dateColumn,'5m') GROUP BY 句
で使用できる
式に置き換えら
れます。たとえ
ば、キャスト 
(UNIX_TIMESTAMP 
(DATEColumn)/
(300) を符号付き
として)、300 を
符号付きとして
キャスト)、*

$__timeGroup(dateColumn,'5m', 0) 前の行と同じです
が、fillパラメータ
があるため、その
系列で欠落して
いるポイントが
grafanaによって
追加され、0が値
として使用されま
す。
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マクロの例 説明

$__timeGroup(dateColumn,'5m', NULL) 上記と同じです
が、欠落したポ
イントの値には 
NULL が使用され
ます。

$__timeGroup(dateColumn,'5m', previous) 上記と同じです
が、値が表示さ
れていない場合
はそのシリーズ
の以前の値が入
力値として使用
され、NULL が
使用されます
（Grafana 5.3以
降でのみ使用可
能）。

$__timeGroupAlias(dateColumn,'5m') $__TimeGroup と
同じように置き換
えられますが、カ
ラムのエイリアス
が追加されます

$__unixEpochFilter(dateColumn) 指定された列名
を使用し、時間
を Unix タイムス
タンプで表現し
た時間範囲フィ
ルターに置き換
えられます。た
とえば、*日付列 
> 1494410783 
と日付列 < 
1494497183*

$__unixEpochFrom()` | Unixタイムスタ
ンプとして、現
在アクティブな
時間選択の開始
時刻に置き換え
られます。たとえ
ば、*1494410783* 
と指定します。

$__unixEpochTo() 現在アクティ
ブな時間選択の
末尾が Unix タ
イムスタンプと
して置き換えら
れます。たとえ
ば、*1494497183* 
と指定します。
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マクロの例 説明

$__unixEpochNanoFilter(dateColumn) 指定された列名を
使用し、時間をナ
ノ秒のタイムスタ
ンプで表現した
時間範囲フィル
ターに置き換え
られます。たと
えば、*日付列 > 
1494410783152415214 
と日付列 < 
1494497183142514872*

$__unixEpochNanoFrom() ナノ秒のタイムス
タンプとして、現
在アクティブな時
間選択の開始時
刻に置き換えら
れます。たとえ
ば、*1494410783152415214*

$__unixEpochNanoTo() ナノ秒のタイムス
タンプとして、
現在アクティブ
な時間選択の末
尾に置き換えら
れます。たとえ
ば、*1494497183142514872*

$__unixEpochGroup(dateColumn,"5m", [fillmode]) $__TimeGroup 
と同じです
が、UNIX タイム
スタンプとして保
存されている時刻
用です。

テーブルクエリ
クエリオプションが [テーブルとしてフォーマット] に設定されている場合、基本的にどのタイプの SQL 
クエリも実行できます。テーブルパネルには、クエリが返す列と行の結果が自動的に表示されます。

テーブルパネルの列の名前は、as通常の SQL 列選択構文を使用して制御できます。

時系列クエリ
たとえばTime series、グラフパネルで使用するために Format をに設定した場合、クエリは SQL 日時
または Unixtime エポックを表す任意の数値データ型のいずれかを返すという名前の列を返す必要があり
ます。timemetricを除くすべての列は値列として扱われます。metric値列のメトリック名として使用さ
れる名前の列を返すことができます。複数の値列とという名前の列を返す場合metric、この列はシリーズ
名のプレフィックスとして使用されます。

時系列クエリの結果セットは時間順にソートする必要があります。

metric次のサンプルコードは列を示しています。

SELECT 

179



Amazon Managed Grafana ユーザーガイド
組み込みのデータソース

  $__timeGroup("time_date_time",'5m'), 
  min("value_double"), 
  'min' as metric
FROM test_data
WHERE $__timeFilter("time_date_time")
GROUP BY time
ORDER BY time

次のコード例は、$__TimeGroup マクロの fill パラメーターを使用して NULL 値を代わりに 0 に変換する方
法を示しています。

SELECT 
  $__timeGroup("createdAt",'5m',0), 
  sum(value) as value, 
  measurement
FROM test_data
WHERE 
  $__timeFilter("createdAt")
GROUP BY time, measurement
ORDER BY time

次のコード例では、複数の列を示しています。

SELECT 
  $__timeGroup("time_date_time",'5m'), 
  min("value_double") as "min_value", 
  max("value_double") as "max_value"
FROM test_data
WHERE $__timeFilter("time_date_time")
GROUP BY time
ORDER BY time

テンプレート作成
メトリッククエリにサーバー、アプリケーション、センサー名などをハードコーディングする代わりに、
変数を代わりに使用できます。変数はダッシュボード上部のドロップダウン選択ボックスとして表示さ
れます。これらのドロップダウンボックスを使用して、ダッシュボードに表示されるデータを変更できま
す。

テンプレートとテンプレート変数の詳細については、「」を参照してくださいテンプレート (p. 550)。

クエリ変数

そのタイプのテンプレート変数を追加するとQuery、計測名、キー名、ドロップダウン選択ボックスとし
て表示されるキー値などを返すことができる PostgreSQL クエリを作成できます。

たとえば、テンプレート変数の Query 設定でこのようなクエリを指定すると、hostnameテーブル内の列
のすべての値を含む変数を作成できます。

SELECT hostname FROM host

クエリは複数の列を返すことができ、Grafana はそれらの列から自動的にリストを作成します。たとえ
ば、次のクエリはhostname、との値を含むリストを返しますhostname2。

SELECT host.hostname, other_host.hostname2 FROM host JOIN other_host ON host.city = 
 other_host.city
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クエリなどで時間範囲に依存するマクロを使用するには、テンプレート変数の更新モード
を$__timeFilter(column) On Time Range Change に設定する必要があります。

SELECT event_name FROM event_log WHERE $__timeFilter(time_column)

もう 1 つのオプションは、キー/値変数を作成できるクエリです。クエリは、__textとという名前の列を 
2 つ返す必要があります__value。__text列の値は一意でなければなりません (一意でない場合は、最初
の値が使用されます)。ドロップダウンリストのオプションにはテキストと値が表示され、わかりやすい名
前をテキストとして、IDを値として使用できます。hostnameidテキストと値を指定したクエリの例:

SELECT hostname AS __text, id AS __value FROM host

ネストされた変数を作成することもできます。という名前の変数を使用するとregion、hosts 変数に現在
選択されているリージョンのホストのみを表示させることができます。次のコード例は、このようなクエ
リを示しています (複数値の変数の場合はregion、=複数の値との照合を行うのではなく、IN比較演算子
を使用してください)。

SELECT hostname FROM host  WHERE region IN($region)

__searchFilterクエリー変数の結果をフィルタリングするために使用する

__searchFilterクエリフィールドでを使用すると、ユーザーがドロップダウンセレクトボックス
に入力した内容に基づいてクエリ結果がフィルタリングされます。ユーザーが何も入力していない場
合、__searchFilterのデフォルト値はです%。

Note

__searchFilter式を引用符で囲むことが重要です。Grafana では自動的に引用符は生成されま
せん。

次の例は、__searchFilterクエリフィールドの一部として使用して、hostnameユーザーがドロップダ
ウンセレクトボックスに入力している間に検索を有効にする方法を示しています。

SELECT hostname FROM my_host  WHERE hostname LIKE '$__searchFilter'

クエリでの変数の使用

テンプレート変数の値は、multi-valueテンプレート変数がaの場合のみ引用符で囲まれます。

変数が複数値の変数の場合は、=複数の値との照合を行うのではなく、IN比較演算子を使用してくださ
い。

次の 2 つの構文があります。

$<varname>という名前のテンプレート変数を使用した例hostname:

SELECT 
  atimestamp as time, 
  aint as value
FROM table
WHERE $__timeFilter(atimestamp) and hostname in($hostname)
ORDER BY atimestamp ASC

[[varname]]という名前のテンプレート変数を使用した例hostname:
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SELECT 
  atimestamp as time, 
  aint as value
FROM table
WHERE $__timeFilter(atimestamp) and hostname in([[hostname]])
ORDER BY atimestamp ASC

複数値変数の引用符を無効にする

Amazon マネージド Grafana は、複数値の変数用に引用符で囲まれたカンマで区切られた文字列を自動
的に作成します。例:server01とを選択するとserver02、次のような形式になります'server01', 
'server02'。引用符を無効にするには、変数の csv フォーマットオプションを使用してください。

${servers:csv}

変数のフォーマットオプションの詳細については、「」を参照してくださいテンプレートと変
数 (p. 549)。

注釈
注釈を使用して、豊富なイベント情報をグラフの上に重ねて表示します。注釈クエリは、ダッシュボード
メニュー/注釈ビューから追加します。詳細については、「注釈 (p. 520)」を参照してください。

次のコード例は、エポック値を含む時間列を使用するクエリを示しています。

SELECT 
  epoch_time as time, 
  metric1 as text, 
  concat_ws(', ', metric1::text, metric2::text) as tags
FROM 
  public.test_data
WHERE 
  $__unixEpochFilter(epoch_time)

次のコード例は、エポック値を含む time 列と timeend 列を使用したリージョンクエリを示しています。
Note

これは Grafana v6.6 以降でのみ使用できます。

SELECT 
  epoch_time as time, 
  epoch_time_end as timeend, 
  metric1 as text, 
  concat_ws(', ', metric1::text, metric2::text) as tags
FROM 
  public.test_data
WHERE 
  $__unixEpochFilter(epoch_time)

次のコード例は、ネイティブ SQL 日付/時刻データ型の時間列を使用するクエリを示しています。

SELECT 
  native_date_time as time, 
  metric1 as text, 
  concat_ws(', ', metric1::text, metric2::text) as tags
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FROM 
  public.test_data
WHERE 
  $__timeFilter(native_date_time)

名前 説明

time 日付/時刻フィールドの名前。ネイティブ SQL の日付/
時刻データ型またはエポック値の列である可能性があり
ます。

timeend 終了日/時間フィールドのオプション名。ネイティブ 
SQL の日付/時刻データ型またはエポック値 (Grafana 
v6.6 以降) を含む列である可能性があります。

text イベントの説明フィールド。

tags カンマ区切り文字列としてフィールド名を指定します。

アラート
時系列クエリはアラート条件で機能するはずです。テーブル形式のクエリは、アラートルール条件ではま
だサポートされていません。

Redis
Grafana 用 Redis データソースは、ユーザーがオンプレミスまたはクラウドの任意の Redis データベース
に接続できるようにするプラグインです。 out-of-the-box 定義済みのダッシュボードが提供され、カスタ
マイズしたダッシュボードを作成して Redis とアプリケーションデータを監視できます。

データソースの追加

1. Amazon マネージド Grafana ワークスペースで Grafana コンソールを開き、ログインしていることを
確認します。

2. サイドメニューの「設定」(歯車アイコン) で、「データソース」を選択します。
3. [Add data source] (データソースを追加する) を選択する。

Note

サイドメニューに [データソース] リンクが表示されない場合は、Admin現在のユーザーにそ
のロールがないことを意味します。

4. データソースのリストから Redis を選択します。
5. 次の情報を入力します。

• [アドレス] には、Redishost:port に接続するアドレスまたは URI を指定します。/db-number?
db=db=numberまたはを使用して、スキーマで定義されている論理データベース番号を指定しま
す。

• 「クラスタ」タブ。冗長性を保つため、host:port複数のアドレスまたは URI をカンマで区切っ
て指定します。

• Sentinel タブの「アドレス」には、カンマで区切られた複数の値 (host:portアドレスまたは URI) 
を含めることができます。Sentinel に接続して Redis 接続を開くには、マスター名が必要です。

• Unix ソケットモードでは、アドレスにソケットファイルへのパスが含まれている必要があります。
• プールサイズの推奨値は 5 です。データソースは、Redis インスタンスへの少なくとも指定された

数の接続を開いたままにします。ダッシュボードに多数のパネルと複数のユーザーがいる場合は、
プールサイズを増やすことができます。
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クエリエディタ

1. タイプを選択して、コア Redis、カスタム、または Redis モジュールを選択します。
2. サポートされているコマンドのいずれかを選択します。
3. 必要なすべてのパラメータを提供します。
4. ストリーミングを有効にして、グラフパネルまたは時系列パネルでデータを視覚化します。

テンプレート変数は、値のリストを返すコマンドをクエリしたり、他の変数をパラメーターとして使用し
たりできます。

テンポ
Tempoは、Grafana Labsの大容量で依存性の低いトレースストレージ、OSSトレースソリューションで
す。

データソースの追加

テンポ設定にアクセスするには、設定 (歯車) アイコンを選択し、「データソース」を選択し、次に「テン
ポ」を選択します。

名前 説明

Name パネル、クエリ、およびExploreでデータソースを参照する際に使用する名前。

Default デフォルトのデータソースでは、新しいパネル用に事前に選択されます。

URL Tempo インスタンスの URL。例:http://tempo

Basic 
Auth

Tempo データソースへの基本認証を有効にします。

User 基本認証のためのユーザー名。

Password基本認証のためのパスワード。

ログへのトレース

これはログへのトレース機能の設定です。現在、ターゲットデータソースは Loki でなければなりません。
詳細については、「トレーシング統合 (p. 542)」を参照してください。

• データソース — ターゲットデータソース。
• タグ — Loki クエリで使用されるタグ。デフォルトは です。'cluster', 'hostname', 
'namespace', pod'

• スパン開始時間シフト — スパン開始時間に基づいて Loki クエリの開始時間をシフトします。過去まで
拡張するには、負の値を使用する必要があります。ここでは、5s、1m、3hなどの時間単位を使用できま
す。デフォルトは 0 です。

• スパン終了時間シフト — スパン終了時間に基づいて Loki クエリの終了時間をシフトします。ここで
は、5s、1m、3hなどの時間単位を使用できます。デフォルトは 0 です。

クエリトレース

Exploreを使用してTempoからトレースをクエリして表示できます。データソース設定ページで「ログへの
トレース」設定を設定すると、トレースを検索できます。視覚化するトレースを見つけるには、Loki クエ
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リエディターを使用します。検索結果を得るには、このデータソースを指す派生フィールドが設定されて
いる必要があります。

特定のトレースをクエリするには、TraceID クエリタイプを選択し、その ID を Trace ID フィールドに入
力します。

ログからのトレース ID へのリンク

内部リンクを設定することで、Loki または Elastic のログからテンポトレースにリンクできます。詳細につ
いては、「派生フィールド (p. 139)」を参照してください。

TestData
Grafana には TestData 、どのパネルでもシミュレートされた時系列データを作成するデータソースが付属
しています。これを使用して、独自の偽の時系列データやランダムな時系列データを作成し、それを任意
のパネルに表示できるため、ダッシュボードの機能を検証し、データを安全かつ簡単に共有できます。

データソースの設定

のデータソース設定にアクセスするには TestData

1. 設定 (歯車) アイコンを選択します。
2. [データソース] を選択します。
3. 「テンポ」 を選択します。

データソースには、すべてのデータソースに共通する最も基本的なオプション以外の設定はありません。

名前 説明

Name パネル、クエリ、Exploreのデータソースの名前。

Default このデータソースを新しいパネル用に事前に選択
するかどうか。

モックデータ作成

TestData データソースを追加すると、Grafana インスタンスのユーザーはそれを任意のメトリックパネル
のデータソースとして使用でき、 TestData 選択したシナリオに基づいて使用できるモックデータが提供さ
れます。

シナリオを選択してください

クエリエディターを提供する代わりに、 TestData データソースはパネル用のシミュレートデータを生成す
るシナリオを選択するのに役立ちます。

各シナリオにはエイリアスを割り当てることができ、多くのシナリオには選択時に独自のオプションが表
示されます。

利用可能なシナリオ:

• 注釈
• 条件付きエラー
• CSV コンテンツ
• CSV ファイル
• CSV メトリック値
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• 範囲外のデータポイント
• 指数関数的ヒートマップバケットデータ
• Grafana API
• Grafana ライブ
• 線形ヒートマップバケットデータ
• Apache の矢印データを読み込む
• ログ
• データポイントなし
• ノードグラフ
• 予測可能な CSV ウェーブ
• 予測可能なパルス
• ランダムウォーク
• ランダムウォーク (エラーあり)
• ランダムウォークテーブル
• 未加工フレーム
• シミュレーション
• スロークエリ
• ストリーミングクライアント
• テーブルスタティック
• 米国生成データ

事前設定されたダッシュボードをインポートする

TestData また、ダッシュボードの例も提供しています。

サンプルダッシュボードをインポートするには

1. データソースの設定ページに移動します。
2. [ダッシュボード] タブを選択します。
3. 簡易ストリーミングサンプルダッシュボードの [インポート] を選択します。

インポートしたダッシュボードをカスタマイズするには:

インポートしたダッシュボードをカスタマイズするには、別の名前で保存することをお勧めします。そう
しないと、Grafana をアップグレードすると、カスタマイズされたダッシュボードが新しいバージョンで
上書きされる可能性があります。

テストデータを使用して問題を報告する

GrafanaLabs GitHub 時系列データの使用またはレンダリングに関する問題をonに報告する場合は、この
データソースを使用して問題を再現することを強くお勧めします。これにより、開発者は問題を再現して
解決するのがはるかに簡単になります。

Zabbix
Grafana 用 Zabbix データソースを使用すると、Zabbix のモニタリングデータを視覚化し、メトリクスを
分析し、リアルタイムモニタリングを行うダッシュボードを作成できます。Grafana Zabbix プラグイン機
能を使用すると、ダッシュボードを作成してデータの視覚化を迅速かつ強力な方法で監視できます。

Zabbix プラグインを有効にする

1. [設定左側のバーにある (歯車) アイコンをクリックし、プラグイン。
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2. SelectZabbixドロップダウンリストで、または入力して検索してくださいZabbix検索フィールドに表
示されます。

3. SelectZabbixを選択し、設定タブ。
4. [有効化] を選択します。

Zabbix データソースを構成する

1. プラグインを有効化したら、設定(歯車) アイコンを選択し、データソース。検索結果のリストから 
[Zabbix] を選択します。

2. 左設定ウィンドウで、HTTP設定セクションは次のとおりです。

• を使用する場合URLで、Zabbix API の URL を入力します。例えば、https://zabbix.grafana-
zabbix.org/api_jsonrpc.php. です

• Keepへのアクセスに設定するServer。
• 設定認証プロキシ認証を使用する場合。

3. 左Zabbix APIの詳細セクションで、フィールドに以下のように入力します。

• Usernameそしてパスワード: Zabbix API にアクセスするためのユーザー名とパスワードを設定しま
す。Grafanaでグループやホストを取得できない場合は、Zabbixのユーザー権限も確認してくださ
い。

• の有効化傾向Zabbix 3以降を使用する場合。このオプションは、長い期間 (Zabbixでのアイテムの更
新間隔に応じて、数日以上) を表示する場合には厳重に推奨されます。数日のアイテム履歴にはた
くさんのポイントが含まれています。トレンドを使用すると、Grafanaのパフォーマンスが向上し
ます。

• を使用する場合Afterで、トレンドが使用される時間を選択します。この値は、履歴の保存期間 (た
とえば、7d または 30d) に設定することをお勧めします。デフォルトは7d(7 日間)。Grafana 形式で
時刻を設定できます。有効な時間指定は次のとおりです。
• h-時間
• d-日間
• M-か月間

• を使用する場合範囲で、時間範囲の幅を設定します。これは、履歴の代わりにトレンドを使用する
タイミングを示します。大量の履歴データをロードしないようにするには、この値を 4 ～ 7 日の範
囲で設定することをお勧めします。デフォルトは 4 日です。

• を使用する場合TTL キャッシュの TTLで、目的のキャッシュライフタイムの値を設定します。プラ
グインは、パフォーマンスを向上させるためにいくつかの API リクエストをキャッシュします。こ
のオプションは、アイテムリストなどのデータに影響します。

• を使用する場合タイムアウトで、Zabbixの接続タイムアウトを秒単位で設定します。デフォルトは 
30 です。

4. Direct DB 接続

左Direct DB 接続セクションで、ステップ 2 のようにフィールドに入力します。

ダイレクトDB接続では、プラグインが既存のSQLデータソースを使用して、Zabbixデータベースから
直接履歴データを照会できます。この方法では、通常、Zabbix APIからデータをプルするよりも高速
で、特に広い時間範囲で、転送されるデータの量を減らします。

直接 DB 接続の詳細については、「」を参照してください。ダイレクト DB データソース構成。

• の有効化: ダイレクト DB 接続を有効にします。
5. サポートされているデータベース

MySQL、PostgreSQL、InfluxDBは、Zabbixプラグインの履歴データのソースとしてサポートされてい
ます。
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6. その他

• 読み取り専用ユーザーの確認を無効にする: 編集者以外の Grafana からの問題を認識する機能を無
効にします。

• データアラインメントを無効にする: 時系列データの配置を無効にします。この機能は、アイテムの
更新間隔に基づいてポイントを揃えます。たとえば、値が毎分1回収集された場合、各ポイントのタ
イムスタンプは対応する分の開始に設定されます。この配置は、積み上げグラフの適切な作業に必
要です。積み上げグラフが不要で、Zabbixとまったく同じタイムスタンプを取得したい場合は、こ
の機能を無効にできます。また、クエリオプションで、クエリごとに個別にデータの配置を切り替
えることができます。

7. 参照先保存とテスト。

Zabbixの開始方法

Amazon Managed Grafana にデータソースとして Zabbix を追加したら、簡単なダッシュボードを作成し
てみましょう。

シンプルグラフ

新しい追加グラフパネルからダッシュボードへ。Selectメトリックスドロップダウンリストから、または
入力を開始して結果をフィルタリングします。

15 分平均プロセッサ負荷グラフを作成することもできます。SelectHost Group,Host,Application(オ
プション-空白のままにできます) と Item。

1 つのグラフに複数の項目

内部で正規表現を使用して、多くの項目を含むグラフを作成できます。metric フィール
ド。Amazon Managed Grafana の使用 JavaScript regex の実装です。たとえば、表示が必要な場合CPU 
time(user,system,iowaitなど）では、この正規表現を使用してグラフを作成できます。Itemフィール
ド。

/CPU (?!idle).* time/

正規表現を使用する別のケースは、異なるホストで同じメトリックを比較することです。を使用す
る/.*/すべてのメトリックを表示したり、独自のフィルタを作成したりするための正規表現。たとえば、
すべてのホストグループのバックエンドで始まる名前を持つすべてのホストの CPU システム時間を表示
するには、/.*/にとってGroup,/^backend/にとってHostそしてCPU systemの時間Item。

棒グラフ

を作成するにはグラフクエリの統計情報を示すのはどれですMySQLデータベー
ス、Group,Host,Application(MySQL私の場合）とアイテム。を使用する/MySQL .* operations/さ
まざまな種類の操作をフィルタリングするための正規表現。

グラフを次のように表示するには棒グラフを参照して、表示タブ、チェックを外すLINES設定と設定棒グ
ラフ。また、有効にするスタック積み上げ棒を表示するためのチェックボックス。

[] を調整できます。最大データポイントに移動することでのメトリクスタブを開き、最大データポイント[] 
を目的のレベルにします。

シングルスタットとゲージ

特定の指標に対して大きな単一の値だけを表示するには、Amazon Managed Grafana を使用します。シン
グルスタットパネル。表示されるパネルを作成するにはCPU user timeメトリクス、に移動しますシン
グルスタットパネルを選択し、CPU user timeメトリクス。

188



Amazon Managed Grafana ユーザーガイド
組み込みのデータソース

単位をパーセントに設定して表示したい場合Gaugeこの値については、Optionsタブをクリックし、単位
をパーセント (0-100) に設定します。次に、を有効にしますShowのオプションGauge設定と設定最小そし
てマックスメトリックスの値 (この場合は 0 ～ 100)。設定しきい値ゲージ (50, 80 など) で見たい場合。

機能

• 複数のメトリクス— 正規表現を使用して複数のメトリクスを選択します。
• テンプレート変数：テンプレート変数を使用して、インタラクティブで再利用可能なダッシュボードを

作成します。
• 注釈— グラフにイベントを表示する注釈 (p. 49)。
• トリガーパネル— アクティブな問題を表示するトリガーパネル。
• メトリクス処理関数— データを変換して形作るメトリック処理関数 （平均、中央値、最小、最大、乗

算、集計、タイムシフト、エイリアス）。
• アラート機能— 問題をすばやく見つけるアラートします。「Grafana アラート (p. 566)」を参照して

ください。
• メトリックの混成：同じダッシュボードまたはグラフで、複数のデータソースのメトリックを混在させ

ることができます。
• ライブラリ機能— 公式ライブラリでダッシュボードを見つけて共有できます。

テンプレート化

テンプレート変数を使用して、再利用可能でインタラクティブなダッシュボードを作成できます。
テンプレート化の目的は、Grafana がデータソースから異なるメトリクスを取得し、ダッシュボード
を変更せずにその場で変更できるようにすることです。Zabbixでは、のリストを取得できますHost 
Groups,Applications, またはItemsそれを変数として追加します。

変数のテンプレート化

変数をテンプレート化するには、上部のナビゲーションバーの歯車アイコンを選択し、テンプレート化そ
して新品です。

変数

[Name] (名前)

変数の名前。この名前はクエリで使用する必要があります。
ラベル

変数の表示ラベル。ダッシュボードに別の名前を表示する場合に使用します。例えば、Host 
Group代わりにhost_group。

タイプ

デフォルトでQueryタイプが選択されています。これは、Grafana がデータソースに変数の値を要
求することを意味します。しかし、他にもいくつかのタイプがあります。Interval（時間間隔だ
け）、Data source（たとえば、複数の Zabbix インスタンスがあり、それぞれがデータソースとし
て Grafana に追加されている場合など、データソースを切り替えることができます）Custom(変数に
は事前定義された値を設定できます)Constant。

クエリオプション

データソース

変数値のクエリに使用されるデータソース
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更新

この変数の値の頻度を更新する
クエリ

クエリ文字列
正規表現

値をフィルタリングしたり、値の一部を抽出する必要がある場合は、正規表現を使用します。

選択オプション

複数値

複数の値を同時に選択できます。
値グループとタグ

この機能は開発中です。

クエリ形式

Zabbixデータソースのテンプレート変数クエリは、中括弧で囲まれた4つの部分を含む文字列です ({}). そ
れでもピリオドは使える (.)。ただし、廃止されており、将来削除されます。

{host group}{host}{application}{item name}

例:

{Zabbix servers}{Zabbix server}{CPU}{*}
{Frontend}{web01.mydomain.com}{*}{*} 
     

各部品は、対応するメトリックの名前または*。これは、すべてのメトリックを意味します。

例:

• {*}利用できるすべてのホストグループのリストを返します。
• {*}{*}Zabbix 内のすべてのホストを返します。
• {Network}{*}グループネットワーク内のすべてのホストを返します。
• {Linux servers}{*}{*}Linux サーバーグループ内のホストからすべてのアプリケーションを返しま

す。
• {Linux servers}{backend01}{CPU}{*}CPU アプリケーションに属する backend01 からすべての

項目を返します。

別の変数をクエリの一部として使用できます。たとえば、変数があるとします。group。これは、ホスト
グループのリストを返し、選択したグループのホストに対してのみクエリする場合に使用します。この場
合のクエリは次のとおりです。

    {$group}{*}

変数の使用

変数を作成するときに、それをデータソースクエリの一部として使用できます。Grafana は、パネルや行
のタイトルなど、さまざまな場所での変数もサポートしています。テキストパネルの内容など
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以下は、を使用したサンプルチャートです。$groupそして$host変数。

変数の使用例

なお、追加する必要があることに注意してください。$変数名の前に記号を付けます (ホスト変数の場合は 
$host)。

ジプキン
Zipkin はオープンソースで、分散トレースシステムです。Zipkin データソースを追加すると、Amazon マ
ネージド Grafana のエクスプローラーでトレースをクエリできるようになります。

データソースの追加

Zipkin 設定にアクセスするには、設定 (歯車) アイコンを選択し、次に [データソース] を選択し、次に 
[Zipkin] を選択します。

名前 説明

Name データソース名。パネル、クエリ、Exploreのデータソースはこのように表示されます。

Default デフォルトのデータソースでは、新しいパネル用に事前に選択されます。

URL Zipkin インスタンスの URL。例:http://localhost:9411

Access サーバー (デフォルト) = URL は Grafana バックエンド/サーバーからアクセスできる必要があ
ります。

Basic 
Auth

Zipkin データソースへの基本認証を有効にします。

User 基本認証のためのユーザー名。

Password基本認証のためのパスワード。

クエリトレース

Zipkinからのトレースのクエリと表示は、Exploreから実行できます。

Zipkin クエリエディタでは、トレース ID で直接クエリしたり、トレースセレクタからトレースを選択した
りできます。トレース ID でクエリするには、ID をテキスト入力に挿入します。

トレースセレクタを使用して、Exploreで選択した時間範囲に記録されたすべてのトレースから特定のト
レースを選択します。トレースセレクターには、次の 3 つのネストレベルがあります。1. 対象のサービ
ス。1. 特定の操作は、選択したサービス 1 の一部です。選択した操作が発生した特定のトレース。ルート
操作名とトレース期間で表されます。

トレース UI でのデータマッピング

Zipkin アノテーションは、アノテーションキーの下に注釈値が表示されたログとしてトレースビューに表
示されます。

ログからのトレース ID へのリンク

内部リンクで派生フィールドを設定することで、Loki のログから Zipkin トレースにリンクできます。詳細
については、「派生フィールド (p. 139)」を参照してください。
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Grafana エンタープライズで利用可能なデータソース
Grafana Enterprise にアップグレードされたワークスペースでは、以下のデータソースがサポートされて
います。詳細については、「ワークスペースを Grafana エンタープライズにアップグレード (p. 688)」
を参照してください。

トピック
• AppDynamics (p. 192)
• Databricks (p. 194)
• Datadog (p. 195)
• Dynatrace (p. 197)
• GitLab (p. 200)
• ハニカム (p. 202)
• Jira (p. 203)
• MongoDB (p. 207)
• New Relic (p. 209)
• Oracle Database (p. 211)
• Salesforce (p. 215)
• SAP HANA (p. 219)
• ServiceNow (p. 224)
• Snowflake (p. 231)
• Splunk (p. 235)
• Splunk インフラストラクチャモニタリング (旧称 SignalFX) (p. 240)
• ウェーブフロント (ウェーブフロントによる VMware Tanzu オブザーバビリティ) (p. 241)

AppDynamics
Amazon マネージド Grafana AppDynamics のデータソースでは、メトリクス API AppDynamics を使用し
てメトリクスをクエリし、それらを Grafana ダッシュボードで視覚化できます。

データソースの設定に関する注意

サーバー (プロキシ) アクセス (CORS やユーザーがパスワードを検索しないように) と基本認証を使用して
ください。ユーザー名は「user @account」でなければならないことを忘れないでください (つまり、あな
たの.name @customer1 または my_user @saas_account_name)。

以下の手順を使用してパスワードを設定します。

1. https://accounts.appdynamics.com/subscriptions に移動します
2. サブスクリプションの行の [名前] 列のリンクを選択します。
3. ページ上部のタブを選択して、ライセンスの詳細に移動します。
4. アクセスキーフィールドには [表示] ボタンがあります。「表示」ボタンを選択すると、アクセスキー

が表示されます。
5. アクセスキーを Grafana の設定ページの「基本認証の詳細」の「パスワード」フィールドにコピーし

ます。

以下の手順を使用して、Amazon マネージド Grafana のユーザーとロールを設定します。

1. で AppDynamics、[設定]、[管理] に移動します。
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2. 「ロール」タブを選択し、「+」ボタンを選択して新しいロールを作成します。たとえ
ば、grafana_readonly.

3. 「ロールの作成」セクションの「アカウント」タブで、権限を追加しますView Business Flow。
4. 「アプリケーション」タブの「表示」ボックスをチェックして、Grafana がアプリケーションデータ

を表示できるようにします。
5. 「データベース」タブの「表示」ボックスをチェックして、Grafana がデータベースデータを表示で

きるようにします。
6. 「Analytics」タブで「すべてのアプリケーションのデータを表示できる」チェックボックスをオンに

すると、Grafana がアプリケーション分析データを表示できるようになります。
7. 管理ページの「ユーザー」タブで、たとえば新しいユーザーを作成しますgrafana。新しい

ユーザー (またはユーザーが所属するグループ) を、作成したばかりのロールに割り当てます 
(例:)grafana_readonly。

テンプレート作成

現在サポートされているテンプレートクエリは以下のとおりです。

1. Applications(すべてのアプリケーション)
2. AppName.BusinessTransactions(アプリケーション名のすべての BT)
3. AppName.Tiers(アプリケーション名のすべての階層)
4. AppName.Nodes(アプリケーション名のすべてのノード)
5. AppName.TierName.BusinessTransactions(特定階層のすべての BT)
6. AppName.TierName.Nodes(特定の階層のすべてのノード)
7. AppName.Path.<Any Metric Path>(任意のメトリックパスを指定できます)

レジェンドキー

凡例キーのデフォルトはかなり長くなる可能性がありますが、このフォーマットはカスタマイズできま
す。

App on legendオプションを選択すると、凡例キーの前にアプリケーション名を付けることができま
す。例: MyApp - Overall Application Performance|Average Response Time (ms)。

クエリがシングルスタットやその他のパネルを対象としており、凡例キーが表示されない場合は、「メタ
データを表示」オプションを選択して、クエリの凡例キー (別名とも呼ばれます) を確認します。

Legend ドロップダウンリストには、Full PathSegments、の 3 つのオプションがありますCustom。

レジェンドオプション — フルパス

凡例キーはフルメトリックパスです (例:)Overall Application Performance|Average Response 
Time (ms)。

レジェンドオプション — セグメント

指標名はセグメントで構成されています。表示するセグメントを選択できます。

たとえば、指標名を指定すると、

Errors|mywebsite|Error|Errors per Minute

「セグメント」2,4 フィールドに以下を入力すると戻りますmywebsite|Errors per minute。
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インデックスは 1 から始まるので、1戻りますErrors。

レジェンドオプション — カスタム

テキストに次のエイリアシングパターンを組み合わせてカスタム凡例を作成すると、メトリックメタデー
タを組み合わせることができます。

• {{app}}アプリケーション名を返す
• {{1}}メトリックパスからセグメントを返します。

たとえば、指標:Overall Application Performance|Average Response Time (ms)には 2 つ
のセグメントがあります。 {{1}}最初のセグメントを返し、2{{2}} 番目のセグメントを返します。

凡例キーパターンと生成される凡例キーの例:

• custom legend key => custom legend key
• App: {{app}} MetricPart2: {{2}} => App: myApp MetricPart2: Average Response 
Time (ms)

Databricks
Databricks データソースを使用すると、Amazon マネージド Grafana 内の Databricks データをクエリして
視覚化できます。クエリをフォーマットして色分けする SQL エディターが含まれています。

Note

このデータソースは Grafana エンタープライズ専用です。詳細については、「ワークスペースを 
Grafana エンタープライズにアップグレード (p. 688)」を参照してください。

データブリックスデータソースの追加

Grafana コンソールから Databricks データソースを追加するには、以下のステップに従います。

Databricks データソースを追加するには

1. 上部のヘッダーにある Grafana アイコンを選択してサイドメニューを開きます。
2. サイドメニューの「ダッシュボード」リンクの下で、「データソース」を選択します。

Note

「データソース」リンクが表示されない場合、あなたには GrafanaAdmin のロールがありま
せん。

3. 上部のヘッダーにある [+ データソースの追加] ボタンを選択します。
4. [タイプ] ドロップダウンリストから [データブリックス] を選択します。

Note

Databricks オプションが表示されない場合は、Grafana エンタープライズへのアップグレー
ドが必要かもしれません。

5. データに接続して編集するオプションを選択します。

DataBricks データソースを使用する際の注意

時系列
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時系列ビジュアライゼーションは、datetimeクエリにフィールドを追加するときに選択できます。この
フィールドはシリーズのタイムスタンプとして使用されます。フィールドに特定のタイムゾーンが含まれ
ていない場合、Grafana は時刻が UTC であると見なします。

複数行の時系列

複数行の時系列ビジュアライゼーションを作成するには、クエリに次の順序で少なくとも 3 つのフィール
ドを含める必要があります。

1. datetimeエイリアスがのフィールドtime。
2. への値GROUP BY.
3. 視覚化する 1 つ以上の指標値。

以下は、複数行の時系列オプションを返すクエリの例です。

SELECT log_time AS time, machine_group, avg(disk_free) AS avg_disk_free
FROM mgbench.logs1
GROUP BY machine_group, log_time
ORDER BY log_time

Datadog
Datadog データソースを使用すると、Amazon マネージド Grafana の Datadog モニタリングサービスのメ
トリックスを視覚化できます。

使用方法

キャッシュ

大量のクエリを実行する大規模なダッシュボードでは、Datadog API によってレート制限を受ける可能性
があります (Datadog API で許可されている 1 時間あたりの API 呼び出しの最大数に達する)。キャッシュ
機能は一意のクエリを 60 秒間キャッシュします。この間隔は、設定ページで長くしたり短くしたりでき
ます。

クエリエディタ

集計と指標を選択するのは簡単です。結果をフィルタリングするには、1 つ以上のタグを選択します。

Datadog データソースは、Datadog クエリエディターがサポートする高度な機能をすべてサポートしてい
ます。ドロップダウンリストから選択し、関数名を選択して並べ替えます。

フィールド使用可能性別のエイリアス:

• 「Alias by」フィールドにエイリアスを入力します。
• スコープ変数を使用する:

• $__metric= メトリック名に置き換えられました
• $__display_name= メトリック名に置き換えられました
• $__expression= 完全なメトリック式に置き換えられました
• $__aggr= メトリック集計関数 (平均値、最大値、最小値、合計値など) に置き換えられました
• $__scope= メトリックスコープ (リージョン、サイト、環境、ホストなど) に置き換えられました

• 次の正規表現の使用:
• 「Alias RegExp」/you regexp here/flags フィールドに正規表現をフォーマットで入力します。
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• 「Alias by」フィールドが空の場合、 RegExp 結果はを使用して結合されます。メトリック式を使用し
た例 =avg:system.load.5{*}:「エイリアス」フィールド入力:「" エイリアス RegExp "フィールド
入力:avg:(.+)\.(\d)結果:system.load, 5

• 「エイリアス作成者」$<group_number> フィールド内の変数を使用してください。メトリック式を
使用した例 =avg:system.load.5{*}:「エイリアス」フィールド入力:$1: $2 seconds「エイリ
アス RegExp」フィールド入力:avg:(.+)\.(\d)結果:system.load: 5 seconds

• $0を使用してエクスプレッション全体を取得します。メトリック式を使用した例 
=datadog.dogstatsd.packet.count{*}:「エイリアス」フィールド入力:Expression: 
$0「エイリアス RegExp」フィールド入力:DOGstatsd\.(.*)\.(.*){\*}/i結果:Expression: 
datadog.dogstatsd.packet.count{*}

注:存在しないグループ番号を使用するとエラーが発生します。

メトリクスの計算

メトリック演算を使用するには、[クエリタイプ] を [算術] に設定します。目的のメトリクスにリンクす
るには、[」# を参照してください。たとえば、#A * 2Aはクエリの結果を2倍にします。2 つのメトリッ
ク間の算術演算も同様に機能します。計算に使用したいクエリを追加し、3 番目のクエリ（など）#A / 
#Bでそのメトリクスにリンクします。

注釈

注釈は、グラフの上に重ねて表示されるイベントです。イベントの例としては、デプロイや停止などがあ
ります。このデータソースを使用すると、Datadog からイベントを取得して Amazon マネージド Grafana 
のグラフにオーバーレイできます。注釈イベントは、ソース、タグ、または優先度でフィルタリングでき
ます。

テンプレート作成

テンプレート変数の値を取得するには、メトリクスとタグなど、いくつかのオプションがあります。使用
可能なメトリックのリストを取得するには、「クエリ」* フィールドに指定します。

すべてのタグを返すには、tagまたはという値を使用しますscope。

指定したタググループのタグを返すには、次のいずれかのデフォルトカテゴリ値を使用します。

• host
• device
• env
• region
• site
• status
• version

カスタムタググループの場合は、タググループ名を入力するだけです。たとえば、カスタムタググループ
名がの場合subscription_name、その名前を [クエリ] フィールドに入力します。

Regex フィールドを使用して結果をフィルタリングします。タグを使用する場合は複数値の変数がサポー
トされます。選択した複数のタグ値は、カンマで区切られたタグのリストに変換されます。

アドホックフィルター

Grafana には、アドホックフィルターと呼ばれる新しい特別なタイプのテンプレート変数があります。こ
の変数は、ダッシュボードのすべての Datadog クエリに適用されます。これにより、クイックフィルター
のように使用できます。Datadog のアドホック変数は、たとえばタグからすべてのキーと値のペアを取得
しregion:east, region:west、クエリタグとして使用します。この変数を作成するには、アドホック
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フィルタータイプを選択し、Datadog データソースを選択します。この変数には任意の名前を設定できま
す。

Dynatrace
https://www.dynatrace.com/ のデータソース。このデータソースを使用するには、Dynatrace アカウントが
必要です。

既知の制限事項

テンプレート変数は複数選択できません。単一選択のみがサポートされています。

サポートされるのはv2 Metrics API API API API API のみです。

機能
主要機能

• テンプレート変数
• 指標名
• 単一選択のみ (複数選択なし)
• アドホックフィルター

• 注釈
• 現在ではサポートされていません

• エイリアス定義
• 指標名
• 集約
• [Display Name] (表示名)
• ホスト
• 説明

• アラート
• 完全なアラートサポート

ダイナトレース特有の機能

Dynatrace メトリクス v2 API を使用して、組み込みメトリクスとカスタムメトリクスの両方をサポートし
ます。詳細については、Dynatrace のドキュメント「メトリクス API v2」と「メトリクスの取り込み」 を
参照してください。

指標によっては、API が追加の変換オプションをサポートしている場合があります。

ダイナトレース権限
Dynatrace には以下の権限が必要です-API V2 (metrics.read) 権限を使用してメトリックを読み取る-API V2 
(entities.read) 権限を使用してエンティティを読み取る

ダイナトレースから API キーを取得
API トークンを設定するには、「Dynatrace API-トークンと認証」を参照してください。

APImetrics.readentities.read トークンのおよび権限を設定します。

構成

1. Grafana サーバーの論理的な UI で [設定/データソース] を選択し、[データソースを追加] を選択しま
す。
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2. 「データソースの追加」ページで、Dynatrace をフィルターし、Dynatrace プラグインを選択しま
す。

3. Dynatrace データソースを設定するには、以下のパラメータが必要です。

• Name-Dynatrace データソースに適用する名前 (デフォルト:Dynatrace)。
• Dynatrace API Type-接続している Dynatrace インスタンスのタイプ。これは SaaS または
Managed Cluster のいずれかになります。

• Dynatrace API Token-これは前のステップで生成した API トークンです。

次の 2 つの設定は、Dynatrace SaaS かマネージドかによって異なります。

• SaaS の例ではyfc55578.live.dynatrace.com、環境 ID はになりますyfc55578。
• の管理対象の例ではyd8888.managed-sprint.dynalabs.io/
e/abc99984-3af2-55tt-72kl-0672983gc45、環境 
IDabc99984-3af2-55tt-72kl-0672983gc45 はで、ドメインはyd8888.managed-
sprint.dynalabs.io

4. すべての設定値を設定したら、[Save & Test] を選択して構成を検証し、変更を保存します。

データソースをクエリする

クエリエディタを使用して、Dynatraceのメトリクスと問題をクエリします。metricクエリタイプにはま
たはを使用できますproblem。

メトリクスクエリタイプ

• Metric— 表示するメトリクスを選択します。Dynatrace からメトリックリストを再度取得するには、
[更新] ボタンを選択します。

• Aggregations— 特定の指標に使用したい集計を選択します。集計値を選択して集計タイプを変更する
か、+ を選択して別の集計を追加します。

• Transformations— クエリエディタで変換を選択できます。その後、選択した変換にいくつかのパラ
メータを入力します。現在、マージ変換のみがサポートされています。マージ変換の詳細については、
「マージ変換」を参照してください。

• Filters— Dynatrace データソースは、各メトリックの適切なフィルターを動的にクエリします。
フィルターを追加するには、Dynatrace クエリエディターのフィルターラベルの横にある + 記号を選
択し、フィルターするフィールドを選択し、使用する演算子を選択してから、フィルターする値を選
択します。Dynatrace データソースでは、フィルターグループを作成して、それらを結合して複雑な
論理比較を行うことができます。ほとんどのユースケースでは、フィルターグループは不要です。タ
グ付きのフィルターを作成する場合、選択した接続詞に関係なく、Dynatraceは常に AND を使用しま
す。Dynatrace はタグ付きの OR フィルターをサポートしていません。

• Alias— Dynatrace データソースを使用しているときに遭遇するエイリアスには 2 種類あります。1 つ
目は静的エイリアスです。このタイプのエイリアスは、作成するすべてのクエリで使用でき、エイリア
スの名前は小文字で始まります。2 つ目は動的エイリアスで、クエリで使用している指標に基づいて変
化し、エイリアスの名前は大文字で始まります。Dynatrace プラグインは、、、、Metric Namesおよ
びなどAggregationDisplay NameHost、Descriptionいくつかの異なるエイリアスをサポートし
ています。

名前 値

$name ビルトイン:アプリ. その他。 keyUserActions。 
reportedErrorCountos

$aggregation auto、値
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名前 値

$displayName 報告されたエラー数 (キーユーザーアクショ
ン、OS 別) [モバイル、カスタム]

問題クエリタイプ

• Problem Query Type— 問題のクエリタイプを選択します。現在、フィードの問題クエリタイプのみ
がサポートされています。フィードの問題クエリタイプについては、「マージ変換」を参照してくださ
い。

• Status Filter— 結果の問題をステータスでフィルタリングします。
• Impact Filter— 結果の問題を影響レベルでフィルタリングします。
• Severity Filter— 結果の問題を重大度レベルでフィルタリングします。
• Expand Details— 設定されている場合は、関連するイベントをレスポンスに含めます。

テンプレート変数の使用

新しい Dynatrace クエリ変数を追加するには、「新しいテンプレート変数の追加 (p. 551)」を参照して
ください。Dynatrace データソースを、次の使用可能なクエリのデータソースとして使用します。

• Query type— クエリタイプを選択します。クエリタイプは、一部のデータを何らかのキーまたは記述
子に関連付けます。

クエリタイプ 説明

Metric names すべてのMetrics Netrics の名前のリストを返しま
す。

Filter keys フィルタリングに使用できるすべてのディメン
ション (ホスト名など) のリストを返します

Filter values for key キー名またはキー名テンプレート変数でフィル
ターされたすべての値のリストを返します。

Problem status options すべての問題ステータスのリストを返します。

Problem impact options 問題の影響を受けるすべての領域のリストを返し
ます。

Problem severity options すべての問題の重要度タイプのリストを返しま
す。

• Regex—（オプション）クエリの戻り値を正規表現で除外します。

Note

Multi-valueInclude All option現在、Dynatrace データソースではサポートされていませ
ん。

変数を作成すると、「メトリック」ドロップダウンメニューにその変数が表示されます。

Dynatrace のダッシュボードをインポートする

ダッシュボードをインポートするには、を参照してくださいダッシュボードのインポート (p. 530)。イン
ポートされたダッシュボードは [設定] > [データソース] にあります。Dynatrace データソースを選択し、
[ダッシュボード] タブを選択すると、使用可能な既製のダッシュボードが表示されます。
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GitLab
GitLab データソースを使用すると、上位投稿者、1 日あたりのコミット、1 GitLab 日あたりのデプロイ数
などの詳細な統計情報を追跡できます。プロジェクトなどのテンプレート変数を使用して、ダッシュボー
ドのフィルターを設定することもできます。 GitLab API からのデータを他のソースからのデータと組み合
わせることができます。

既知の制限事項

このプラグインではまだアラートはサポートされていません。なぜなら、変換はアラートクエリではサ
ポートされておらず、変換は GitLab API のローデータから意味のある集計メトリックを取得する唯一の方
法だからです。

データソースの追加

1. Amazon マネージド Grafana ワークスペースで Grafana コンソールを開き、ログインしていることを
確認します。

2. サイドメニューの「設定」(歯車アイコン) で、「データソース」を選択します。
3. [Add data source] (データソースを追加する) を選択する。

Note

サイドメニューに [データソース] リンクが表示されない場合は、Admin現在のユーザーにそ
のロールがないことを意味します。

4. GitLabデータソースのリストから選択します。
5. 次の情報を入力します。

• [名前] に、 GitLabこのデータソースの名前を入力します。
• [URL] には、 GitLab インスタンスのルート URL を次のように入力しますhttps://gitlab.com/
api/v4。

• [アクセストークン] に、 GitLab個人アクセストークンを入力します。

GitLab データソースをクエリする

GitLab クエリーエディターから、コミット、課題、リリースなど、さまざまなリソースタイプを選択でき
ます。

プロジェクトの絞り込みと表示

1. ドロップダウンメニューから [プロジェクト] を選択します。
2. (オプション) 所有しているプロジェクトで絞り込みます。
3. ドロップダウンを使用して [はい] または [いいえ] を選択して結果をフィルタリングします。

Note

Owned = No のすべてのプロジェクトを取得するには時間がかかる場合があります。

コミットを絞り込んで表示する

1. ドロップダウンメニューから [コミット] を選択します。
2. 入力フィールドを使用してプロジェクト ID を追加します。
3. (オプション) ブランチ/タグでフィルタリングするには、入力フィールドを使用してブランチ/タグリ

ファレンスを追加します。
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課題の絞り込みと表示

1. ドロップダウンメニューから [問題] を選択します。
2. 入力フィールドを使用してプロジェクト ID を追加します。
3. (オプション) タイトル/説明で絞り込むには、入力フィールドを使用してタイトルと説明に基づいて課

題を検索します。

リリースを見る

1. ドロップダウンメニューから [デプロイメント] を選択します。
2. 入力フィールドを使用してプロジェクト ID を追加します。
3. (オプション) 環境/ステータスでフィルタリングするには、入力フィールドを使用します。status 属性

には、、、createdrunningsuccessfailed、またはのいずれかの値を指定できますcanceled。

ラベルを表示

1. ドロップダウンメニューから [ラベル] を選択します。
2. 入力フィールドを使用してプロジェクト ID を追加します。

テンプレートと変数

GitLab 新しいクエリ変数を追加するには、を参照してくださいクエリ変数を追加する (p. 551)。 GitLab 
データソースをデータソースとして使用します。リソースタイプを [リリース]、[プロジェクト]、または 
[ラベル] から選択します。

プロジェクトやラベルなどの動的リストから選択するには、クエリタイプ変数を作成します。クエリタイ
プ変数は、 GitLab クエリエディタを使用してプロジェクト、ラベルなどをクエリして返します。次の例で
は、クエリをパラメータ化するためのプロジェクト変数を作成します。

プロジェクト変数を作成してクエリをパラメータ化する

1. という名前の Query タイプの変数を追加しますproject。
2. GitLab データソースを選択し、ダッシュボードのロード時に更新します。
3. プロジェクトリソースタイプを選択し、「所有」の場合は「はい」、表示フィールドには「名前」、

「値」フィールドには 「ID」 を選択します。
4. [更新] を選択して変数をダッシュボードに追加します。
5. ダッシュボードに新しいパネルを追加し、プロジェクト ID$project として使用します。

これで、ドロップダウンから選択すると、そのプロジェクトに属する結果が表示されます。

Grafana の変換を使用してよくある質問に答える

GitLab 基本的なクエリを実行してコミットや問題などを見つけることができるようになったの
で、Transformationsを使ってデータセットの可視化、集約、グループ化、結合を行ったり、その他多く
の種類の変換を行って、単純な結果を複雑な質問への回答に変換できます。以下に、よく寄せられる質問
と、変換を使用してそれらに答える方法をいくつか示します。

プロジェクトの 1 日あたりのコミット、課題、デプロイの回数は?

1. クエリを追加します。リソースタイプとして [コミット] を選択し、プロジェクト ID を追加します。
2. 変換による新しいグループの追加:[グループ化] で [created_at_date] を選択し、(カウント) =id を計算

します
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3. グラフビジュアライゼーションを選択します。

私のプロジェクトで課題をクローズするまでの平均時間はどれくらいですか？

1. クエリを追加します。リソースタイプとして [問題] を選択し、プロジェクト ID を追加します。
2. 計算変換から新しいフィールドを追加します。[モード] で [バイナリ演算] を選択し、[操作] で 

[closed_at = created_at] を選択し、[エイリアス] で [resolution_time] を選択します。
3. [計算変換からフィールドを追加] を新たに追加します。[モード] で [バイナリ演算] を選択し、[操作] で 

[resolution_time/86400000] を選択し、[エイリアス] で [resolution_time] を選択します。

[すべてのフィールドを置換] で [True] を選択します。
4. 統計ビジュアライゼーションを選択します。

• 表示 = 計算
• 計算 = 平均
• フィールド = 解決時間

ハニカム
Honeycomb データソースでは、Amazon Managed Grafana 内からハニカムメトリクスをクエリして視覚
化し、ハニカムトレースにリンクすることができます。

既知の制限事項

• このデータソースはまだアドホッククエリをサポートしていません。
• API の制限により、変数エディターは選択した列の最初の 1000 個の固有値のみを返すことができま

す。
• API の制限により、データソースは過去 7 日分のデータのみを検索できます。

データソースの追加

1. Amazon マネージド Grafana ワークスペースで Grafana コンソールを開き、ログインしていることを
確認します。

2. サイドメニューの「設定」(歯車アイコン) で、「データソース」を選択します。
3. [Add data source] (データソースを追加する) を選択する。
4. データソースのリストから Honeycomb を選択します。

Note

サイドメニューに [データソース] リンクが表示されない場合は、Admin現在のユーザーにその
ロールがないことを意味します。

ハニカム設定

名前 説明

Name データソース名。パネル、クエリ、Exploreのデータソースはこのように表示されます。

Honeycomb 
API 
key

ハニカムから取得した API キー。
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名前 説明

URL ハニカム API の URL。例えば、https://api.honeycomb.io。

Team API キーに関連するハニカムチーム。

ハニカムデータソースをクエリする

メトリクスをクエリするには、エディタのフィールドに値を入力します。

• データセットを選択します。
• デフォルトのクエリは、COUNT選択したデータセットに対するクエリです。
• クエリを絞り込むには、[ビジュアライゼーション]、[ビジュアライゼーション]、[場所]、[制約]、[グルー

プ化]、[順序]、[制限] など、残りのフィールドの値を選択します。

テンプレートと変数

新しい Honeycomb クエリ変数を追加するには、を参照してくださいクエリ変数を追加する (p. 551)。

データセット、列、または列値を含む変数を作成できます。

• データセットが選択されていない場合、変数にはデータセットが含まれます。
• データセットのみを選択した場合、変数には列名が含まれます。
• データセットと列の両方を選択した場合、変数には列の値が含まれます。列の値は、エディタのWhere

フィールドを使用してさらに制限できます。

ハニカム UI でクエリを表示

Honeycomb UI で作成したクエリをダッシュボードパネルに表示するには、グラフ内の任意の場所を選択
し、「Honeycomb で開く」を選択します。

Honeycomb UI で作成したクエリをクエリーエディタから表示するには、「Honeycomb で開く」を選択し
ます。

Honeycomb のダッシュボードをインポートする

ダッシュボードをインポートするには、を参照してくださいダッシュボードのインポート (p. 530)。

インポートしたダッシュボードを見つけるには、[設定]、[データソース] を選択します。

使用可能な既製のダッシュボードを確認するには、Honeycomb データソースを選択し、「ダッシュボー
ド」タブを選択します。

Jira
Jira の課題データを他のソースからのアプリケーションパフォーマンスデータと組み合わせることで、開
発プロセスの全体像を把握できます。

• 課題の作成または解決に基づいて注釈を作成し、課題と指標の関係を確認します。
• 平均解決時間や課題スループットなど、Jira の詳細な統計情報を追跡できます。

Jira データソースを使用するには、Jira プロジェクトにアクセスできる Atlassian アカウントが必要です。
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既知の制限事項
Jira アドオンのカスタムフィールドタイプはサポートされていない場合があります。

データソースの追加

1. Amazon マネージド Grafana ワークスペースで Grafana コンソールを開き、ログインしていることを
確認します。

2. サイドメニューの「設定」(歯車アイコン) で、「データソース」を選択します。
3. [Add data source] (データソースを追加する) を選択する。

Note

サイドメニューに [データソース] リンクが表示されない場合は、Admin現在のユーザーにそ
のロールがないことを意味します。

4. データソースのリストから Jira を選択します。
5. 次の情報を入力します。

• [名前] に、この Jira データソースの名前を入力します。
• URL には、アトラシアンインスタンスのルート URL を次のように入力しますhttps://
bletchleypark.atlassian.net。

• 「ユーザー」には、ユーザー/サービスアカウントのメールアドレスを入力します。
• API トークンには、ユーザー用に生成された API トークンを入力します。

Jira データソースにクエリを実行する
Jira クエリエディターから、フィールドとクエリ課題を選択できます。

Jira データソースは、Jira のバグ、ユーザーストーリー、サポートチケット、または Jira の他のタスクを
表す可能性のある課題について Jira に問い合わせます。

課題の絞り込みと表示

1. [フィールド] を選択し、ドロップダウンを選択し、先行入力を使用して Jira インスタンスの任意の
フィールド (カスタムフィールドを含む) から選択します。いくつかのフィールドを試してみてくださ
い。

• 概要 — 問題の名前
• エピック名 — 課題が属するエピー
• ストーリーポイントの見積もり — チームが課題について推定したストーリーポイントの数

2. 課題をフィルタリングまたはソートします。そのためには、有効な JQL 式を入力して、プロジェク
ト、担当者、Atlassian クエリ言語 JQL の Sprint などのフィールドに基づいて課題をフィルタリング
またはソートします。

ここから、データをテーブルに表示したり、Grafana 変換を使用して課題データを操作したり、計算を実
行したり、データを時系列グラフに変換したりできます。詳細については、「変換を適用する (p. 466)」
を参照してください。

時系列クエリ
時系列データを表示するには、日付フィールドと数値フィールドを選択し、グラフの視覚化に切り替えま
す。例:スプリント開始日、ストーリーポイント推定。

前の例だけでは、あまり役に立ちません。数値フィールドは、トランスフォーメーションから計算できま
す (おそらく計算されるでしょう)。Group By Transformation を使用すると、スプリント開始日別にグルー

204



Amazon Managed Grafana ユーザーガイド
Grafana エンタープライズで利用可能なデータソース

プ化し、ストーリーポイントの推定値をまとめることができるため、スプリントごとのストーリーポイン
トを時系列で視覚化できます。変換の詳細については、「変換を適用する (p. 466)」をご参照ください。

テンプレートと変数

新しい Jira クエリ変数を追加するには、を参照してくださいクエリ変数を追加する (p. 551)。Jira データ
ソースをデータソースとして使用します。

ダッシュボードで変数を定義し、JQL 式で参照できます。たとえば、プロジェクトステータスダッシュ
ボードを作成してプロジェクトを選択したり、エピックステータスダッシュボードを作成して別のエピッ
クを選択したり、タスクステータスダッシュボードを作成して別の担当者を選択したりできます。

プロジェクト、エピック、担当者などの動的なリストを選択するには、クエリタイプの変数を作成しま
す。クエリタイプ変数は JQL を使用して課題を照会し、プロジェクト、エピック、担当者、または課題に
関連するものを返します。次に例を示します。

担当者変数を作成して、担当者ごとに課題のステータスを取得します。

1. という名前の Query タイプの変数を追加しますassignee。
2. 「フィールド:担当者」を選択します。
3. ) (オプション) JQL フィルタープロジェクト =「自分のプロジェクト」 を追加します。
4. [実行] を選択すると、担当者のリストが表示されます。
5. [更新] を選択して変数をダッシュボードに追加します。
6. ダッシュボードに新しいパネルを追加し、新しい変数 assignee = $assignee を使用してフィルタリン

グするように JQL を編集します。

これで、ドロップダウンから選択すると、そのユーザーに割り当てられた課題のみが表示されます。

複数値の変数では複数のオプションを選択でき、IN 句の一部として使用できます。たとえば、担当者 IN 
($担当者)。

Grafana の変換を使用してよくある質問に答える

マクロはダッシュボードの時間枠を参照する変数なので、ダッシュボードウィンドウの範囲内でのみ課題
をフィルタリングできます。次の 2 つのマクロがあります。

• $__ からの時間
• $__タイムトゥー。

以下の JQL クエリの例では、ダッシュボードの時間枠内に作成された課題をフィルタリングしま
す。createdDate >= $__timeFrom AND createdDate <= $__timeTo

データソースを最大限に活用

Grafana の変換やその他の組み込み機能を使用すると、Jira データをわかりやすく表示できます。

変換を使用して JQL を拡張する

Grafana には選択できるトランスフォーメーションが多数ありますが、JQL に SQL の機能やパワーの一部
を与えるための強力な拡張機能として、Grafana には次のようなものがあります。

Group By この変換には、標準の Jira JQL 構文にはない重要な機能であるグループ化があります。Group 
By 変換を使用すると、スプリントやその他の課題フィールドごとにグループ化し、グループごとに集計し
て、ベロシティやストーリーポイントの推定とスプリントの実際の完了率などの指標を取得できます。
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外部結合 SQL 結合と同様に、2 つ以上のクエリを共通のフィールドで結合できます。これにより、クエリ
のデータセットを結合したり、他の変換を使用して複数のクエリ/データセットの値を計算したりすること
ができます。

計算からフィールドを追加 SQL 式と同様に、この変換により、他のフィールドの計算に基づいて新しい
フィールドをデータセットに追加できます。計算に使用されるフィールドは、1 つのクエリのフィールド
でも、結合したクエリのフィールドでもかまいません。また、計算を連鎖させて、計算フィールドから計
算を実行することもできます。

Grafana の変換を使用してよくある質問に答える

Transformations を使用すると、データセットを視覚化、集約、グループ化、結合できるほか、その他多く
の種類の変換を使用して、単純な結果を複雑な質問への回答に変換できます。

スプリントごとのベロシティを表示する方法を教えてください。

1. フィールドを選択:スプリント名、ストーリーポイント推定
2. JQL フィルターを追加します。project = "Your Project" AND type != epic AND status 

= done order by created ASC

3. 変換によるグループの追加:

• スプリント名 | グループ別
• ストーリーポイント推定 | 計算 | 合計

4. バーゲージのビジュアライゼーションを選択してください。

スプリントの完了数と推定値を表示する方法を教えてください。

1. クエリを追加します。まず、[フィールド] を選択します。[スプリント名]、[スプリント開始日]、 [ス
トーリーポイント推定]。

次に、JQL フィルターを追加します。project = 'Your Project' AND type != epic

2. 2 つ目のクエリを追加します。まず、[フィールド] を選択します。[スプリント名]、[スプリント開始
日]、 [ストーリーポイント推定]。

次に、JQL フィルターを追加します。project = 'Your Project' AND type != epic AND 
status = done

3. 変換によるグループの追加:

• スプリント名 | グループ別
• スプリント開始日 | グループ別
• ストーリーポイント推定 | 計算 | 合計

4. グラフビジュアライゼーションを選択します。

プロジェクトの課題を完了するまでの平均時間はどれくらいですか?

1. クエリを追加します。まず、[フィールド:作成済み]、[ステータスカテゴリが変更されました] を選択
します。

次に、JQL フィルターを追加します。project = 'Your Project' AND type != epic AND 
status = done

2. 変換を追加:計算からフィールドを追加

• モード = 行を削減
• 計算 = 差
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3. 変換を追加:計算からフィールドを追加

• モード = バイナリオペレーション
• オペレーション = 差異/86000000
• エイリアス = 日数

4. 変換の追加:フィールドの整理

• 別のフィールドを非表示
5. 変換の追加:値によるデータのフィルタリング

• フィルタータイプ = 含む
• 条件 = どれかと一致

• フィールド = 日数 | 一致 = 大きい方 | 値 = 1
6. 変換を追加:削減

• モード = 系列から行へ
• 計算 = 平均

7. 統計ビジュアライゼーションを選択します。

MongoDB
MongoDB データソースを使用すると、MongoDB からのデータを Amazon マネージド Grafana で視覚化
できます。

使用方法

クエリエディタ

クエリエディタは MongoDB Shell と同じ構文をサポートしていますが、いくつかの制限があります。* 
実行できるコマンド/クエリは 1 つだけです。* 読み取りコマンドのみがサポートされています:find と
aggregate * ほとんどの Object コンストラクターはサポートされていません (サポートされている IsoDate
を除く)

エディタは MongoDB シェルの構文を次のように拡張します。

• データベース選択 — 通常の「db」の代わりにデータベースの名前を指定できます。

Note

引き続き「db」を使用できます。接続文字列のデフォルトデータベースを参照します。

sample_mflix.movies.find()

• 集約ソート — 通常、ソートはアグリゲートパイプライン内のステップで行われますが、MongoDB Atlas 
無料利用枠ではソートできません。無料利用枠をご利用のお客様にもご利用いただけるように構文を拡
張しました。

Note

MongoDB はこの構文ではソートを実行しません。ソートは、結果がコレクションから照会さ
れた後に行われます。

sample_mflix.movies.aggregate({}).sort({"time": 1})
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• 空白のエディタでは、Ctrl+Space キーを押すと、使用可能なすべてのデータベースが表示されます。
• データベースの後にドットを入力すると、そのデータベースで使用可能なすべてのコレクションが表示

されます。
• コレクションの後にドットを入力すると、使用可能なクエリメソッドが表示されます。
• クエリメソッドの後にドットを入力すると、追加機能 (ソート/リミット) が表示されます。

クエリを実行する

Cmd + S を押してクエリを実行します

時系列です。

時系列データを視覚化する場合、プラグインはどのフィールドを時間として使用するかを知る必要があり
ます。フィールドを「time」という名前エイリアスで投影するだけです。フィールドのデータ型は日付で
ある必要があります。

日付以外のデータ型を強制的に日付にすることができます。そうすることで、日付以外のフィールドを時
系列時系列として使用できるようになります。次の例は、MongoDB $dateFromParts パイプライン演算子
を使用して int フィールド「year」を「時間」として投影される日付に変換する方法を示しています。

sample_mflix.movies.aggregate([
{"$match": { "year": {"$gt" : 2000} }},
{"$group": { "_id": "$year", "count": { "$sum": 1 }}},
{"$project": { "_id": 0, "count": 1, "time": { "$dateFromParts": {"year": "$_id", "month": 
 2}}}}
]
).sort({"time": 1})

診断

診断コマンド

現在、以下の診断コマンドがサポートされています:「stats」、「serverStatus」、「replSetGetStatus」、
「GetLog」、connPoolStats「connectionStatus」、「buildInfo」、「dbStats」、「hostInfo」、
「LockInfo」

例:

admin.connectionStatus()  // run the connectionStatus command
admin.connectionStatus({"authInfo.authenticatedUserRoles": 1})  // run and only return the 
 "authInfo.authenticatedUserRoles" field
admin.connPoolStats({arg: "pool"})  // run the connPoolStats command and pass 1 argument
admin.serverStatus({args: {repl: 0, metrics:0}})  // run the serverStatus command and pass 
 multiple args

マクロ

クエリでダッシュボードの時間範囲を参照できます。

• $__timeFrom — ダッシュボードの開始時間を参照するマクロ
• $__timeTo — ダッシュボードの終了時間を参照するマクロ
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          $__timeTo -  ``` sample_mflix.movies.find({released: {$gt: 
          "$__timeFrom"}}).sort({year: 1}) 
         

テンプレート変数

MongoDB は「複合変数」という考え方をサポートしています。これにより、1 つの変数を複数の変数とし
て使用して、複雑なマルチキーフィルターを実行できます。

複合変数を作成するには、変数をアンダースコアで分割する命名規則を使用します (アンダースコア
で始める必要があります)。_var1_var2クエリを実行する場合、応答は次の形式である必要がありま
す。val1-val2

例:映画名と制作年の両方で結果を絞り込みたい。

1. Query タイプの変数を作成します。_movie_year
2. 変数クエリを、次の例に示すように、1 つの映画年プロパティを持つアイテムの配列を返すクエリに

設定します。

// Example sample_mflix.movies.aggregate([ 
          {"$match": {year: {"$gt": 2011}}}, 
          {"$project": {_id: 0, movie_year: {"$concat": 
          ["$title", " - ", {"$toString":"$year"}]}}} 
          ])

 // [{"movie-year": "Ted - 2016"}, 
          {"movie-year": "The Terminator - 
          1985"}]

3. クエリでは、「$_variable」という構文を使用して、「Movie」と「Year」を別々のテンプレート変数
として参照できるようになりました。

アドホックフィルターの使用

任意の名前の標準的な「アドホックフィルター」タイプの変数に加えて、2 つ目のヘルパー変数を作成す
る必要があります。`mongodb_adhoc_query` という名前で、クエリエディタと互換性のある値の「定数」
タイプでなければなりません。クエリ結果を使用して、選択可能なフィルターが入力されます。この変数
は他に何の役にも立たないので、非表示にすることもできます。

          sample_mflix.movies.aggregate([ 
          {"$group": { "_id": "$year"}}, 
          {"$project": { "year": "$_id","_id": 
          0 }} ] )

New Relic
このセクションでは、Grafana向けのNew Relic APMとインサイトについて説明します。

機能

• テンプレート変数
• メトリクス名
• メトリクス値

• 注釈
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• エイリアス定義
• メトリクス名
• メトリクス値

• アドホックフィルター
• 現在ではサポートされていません

• アラート

構成

データソースを追加し、管理者 API キー、個人 API キー、アカウント ID のフィールドに入力します。

使用方法

サービスタイプ

• メトリクス。ニューレリックの REST API を介してニューレリックの APM にクエリを実行するための
ものです。

• インサイト。NRQL 経由で New Relic Insights をクエリするためのものです。

エイリアス

プレーンテキストを次の変数と組み合わせて、カスタム出力を生成できます。

可変 説明 値の例

$__nr_metric メトリクス名 CPU/ユーザー時間

$__nr_metric_value メトリクス値 平均値

例:

    <para> 
      Server: $__nr_server Metric: $__nr_metric 
    </para> 
    <programlisting>

テンプレートと変数

1. ダッシュボード用のテンプレート変数を作成します。詳細については、「テンプレートと変
数 (p. 549)」を参照してください。

2. 「クエリ」タイプを選択します。
3. 「New Relic」データソースを選択します。
4. 相対的な REST API エンドポイント (ファイル拡張子を除く) を使用してクエリを作成します。

利用可能なアプリケーションのリスト:

    <para> 
      applications 
    </para> 
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    <programlisting>

アプリケーションで使用可能なメトリックのリスト:

    <para> 
      applications/{application_id}/metrics 
    </para> 
    <programlisting>

NRQL マクロ

New Relic Query Language (NRQL) クエリを作成するときの書き心地を向上させるため、エディタは事前
定義されたマクロをサポートしています。

• $__timeFilter(または[[timeFilter]])SINCE &lt;from&gt; UNTIL &lt;to&gt; はダッシュ
ボードの時間範囲に基づいて補間されます。

例:

    <para> 
      SELECT average(value) FROM $event_template_variable 
      $__timeFilter TIMESERIES 
    </para> 
    <programlisting>

マクロとテンプレート変数の使用方法に関する詳細なヒントについては、エディタのヘルプセクションを
参照してください。

アラートイベント

New Relic データソースを選択し、追加のフィルターを設定します。フィルターを設定しないと、すべて
のイベントが返されます。

エンティティ ID でイベントをフィルタリングする場合は、ID の代わりにエンティティ名を選択できるた
め、テンプレート変数を使用してください。たとえば、特定のアプリケーションのイベントをフィルタリ
ングするには、アプリのリストを取得してエンティティ ID_$app_ フィルターとして使用する変数を作成
します。

デプロイイベント

アプリケーション ID は必須フィールドです。

Oracle Database
データソースの追加

Grafana の左側のパネルで [データソース] を選択します。

「データソースを追加」を選択します。

Enteroracle キーを押してデータソースを検索します。

Oracle サーバーの詳細を入力します。

ホスト名 (または IP アドレス) とポート番号、ユーザー名とパスワードを入力して接続します。
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tnsnamesオプションを切り替えると、tnsnames.ora設定ファイルにある有効なエントリを基本認証ととも
に使用できます。

前の例と似ていますが、認証には Kerberos を使用します。Kerberos を使用するように OS または Docker 
コンテナを設定する方法の詳細については、Kerberos 固有のセットアップガイドを参照してください。

オプションで、Oracle サーバーへの接続に使用するタイムゾーンと、タイムゾーン対応マクロが使用する
タイムゾーンを変更します。デフォルトの設定は UTC です。

データソースを保存してテストすると、「データベース接続OK」という緑色のメッセージが表示されます

使用方法

マクロ

構文を簡略化し、日付範囲フィルターなどの動的な部分を使用できるようにするために、クエリにマクロ
を含めることができます。列名は二重引用符 (") で囲む必要があります。

マクロの例 説明

*$__time (DateColumn) * | カラムの名前を `time` 
に変更するための式に置き換えられます。たと
えば、「日付列を時刻に」*$__timeEpoch (日付
列) *

time列の名前を変更し、値を UNIX タイムスタンプ 
(ミリ秒単位) に変換する式に置き換えられます。

*$__TimeFilter (DateColumn) * | 指定され
た列名を使用する時間範囲フィルターに置
き換えられます。たとえば、「TO_DATE 
('19700101', 'yyyymmdd') + (1/24/60/60/1000) 
* 1500376552001 と TO_DATE ('19700101', 
'yyyymmdd') + (1/24/60/60/1000) * 
1500376552002` *$__timeFrom () *

DATEデータ型に変換された現在アクティブな
時間選択の開始位置に置き換えられます。例え
ば、TO_DATE('19700101','yyyymmdd') + 
(1/24/60/60/1000) * 1500376552001。

*$__timeTo () * | `DATE` データ型に変換され
た現在アクティブな時間選択範囲の末尾に置
き換えられます。 * $__タイムグループ (日付
列、"5m」) *

GROUP BY 句で使用できる式に置き換えられます。

* $__ タイムグループ (日付列、「5m」[, 入力
値]) *

GROUP BY 句で使用できる式に置き換えられま
す。FillValue に NULL または浮動小数点値を指定
すると、時間範囲内の空のシリーズにその値が自動
的に入力されます。たとえば、t i m e G r o u p c r
e a t e d A t, '1 m ′, 0. * __タイムグループ (日付列、
「5m」、0) *。

*t i m e G r o u p (d a t e C o l u m n、'5 m '、N U
L L L) * | S a m e a a s a b o v eb u t n u l l l w i l
b e u s e d a s v a l u e f o r m i s i s i n gそれまで
です。 * __タイムグループ (日付列、「5m」、
前へ) *

上記と同じですが、値が見つからなかった場合は、
そのシリーズの前の値が入力値として使用され、ま
だ NULL が使用されます。

*$__unixEpochFilter (DateColumn) * | 指定され
た列名を使用し、時間を UNIX タイムスタン
プ (ミリ秒単位) で表した時間範囲フィルターに
置き換えられます。たとえば、「DateColumn 
>= 1500376552001 AND DateColumn <= 
1500376552002` *$__unixEpochFrom () *

UNIX タイムスタンプとして、現在アクティブな
時間選択の開始時刻に置き換えられます。例え
ば、1500376552001。
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マクロの例 説明

*$__unixEpochTo()* 現在アクティブな時間選択の末尾が UNIX タ
イムスタンプとして置き換えられます。例え
ば、1500376552002。

{}プラグインは中括弧を使った表記もサポートしています。パラメータ内でクエリが必要な場合は、この
表記を使用してください。

Note

1 つのクエリにつき 1 つの表記タイプを使用してください。クエリに中括弧が必要な場合、クエ
リ内のすべてのマクロは中括弧を使用する必要があります。

$__timeGroup{"dateColumn",'5m'}
$__timeGroup{SYS_DATE_UTC("SDATE"),'5m'}
$__timeGroup{FROM_TZ(CAST("SDATE" as timestamp), 'UTC'), '1h'}

クエリエディターには、パネル編集モードでクエリを実行した後に表示される Generated SQL リンクがあ
ります。リンクを選択すると、リンクが展開され、実行された生の補間された SQL 文字列が表示されま
す。

テーブルクエリ

[クエリとしてフォーマット] オプションが [テーブル] に設定されている場合、基本的にどのタイプの SQL 
クエリも実行できます。テーブルパネルには、クエリが返した列と行の結果が自動的に表示されます。
テーブルパネルの列の名前は、as通常の SQL 列選択構文を使用して制御できます。

時系列クエリ

たとえば、グラフパネルで使用するために Format を Time series に設定した場合、クエリは SQL 日時、
または UNIXtime エポックを秒単位で表す任意の数値データ型のいずれかを返すという名前の列を返す必
要があります。Grafana は、タイムゾーンが明示されていない日付列とタイムスタンプ列を UTC として解
釈します。timemetricを除くすべての列は値列として扱われます。metric値列のメトリック名として使
用される名前の列を返すことができます。

次のコード例は、metric列を示しています。

SELECT 
  $__timeGroup("time_date_time", '5m') AS time, 
  MIN("value_double"), 
  'MIN' as metric
FROM test_data
WHERE $__timeFilter("time_date_time")
GROUP BY $__timeGroup("time_date_time", '5m')
ORDER BY time

その他のクエリ — 使用 oracle-fake-data-gen

SELECT 
  $__timeGroup("createdAt", '5m') AS time, 
  MIN("value"), 
  'MIN' as metric
FROM "grafana_metric"
WHERE $__timeFilter("createdAt")
GROUP BY $__timeGroup("createdAt", '5m')
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ORDER BY time

次のコード例は、Fake Dataの時系列を示しています。

SELECT 
  "createdAt", 
  "value"
FROM "grafana_metric"
WHERE $__timeFilter("createdAt")
ORDER BY "createdAt" ASC

SELECT 
  "createdAt" as time, 
  "value" as value
FROM "grafana_metric"
WHERE $__timeFilter("createdAt")
ORDER BY time ASC

次の例は、有用なテーブル結果を示しています。

select tc.table_name Table_name
,tc.column_id Column_id
,lower(tc.column_name) Column_name
,lower(tc.data_type) Data_type
,nvl(tc.data_precision,tc.data_length) Length
,lower(tc.data_scale) Data_scale
,tc.nullable nullable
FROM all_tab_columns tc
,all_tables t
WHERE tc.table_name = t.table_name

テンプレート作成

メトリッククエリにサーバー、アプリケーション、センサー名などをハードコーディングする代わりに、
変数を代わりに使用できます。変数はダッシュボード上部のドロップダウン選択ボックスとして表示され
ます。これらのドロップダウンボックスを使用すると、ダッシュボードに表示されるデータを簡単に変更
できます。

クエリ変数

そのタイプのテンプレート変数を追加するとQuery、計測名、キー名、ドロップダウン選択ボックスとし
て表示されるキー値などを返す Oracle クエリを作成できます。

たとえば、テンプレート変数の Query 設定でこのようなクエリを指定すると、hostnameテーブル内の列
のすべての値を含む変数を作成できます。

SELECT "hostname" FROM host

クエリは複数の列を返すことができ、Grafana はそれらの列から自動的にリストを作成します。たとえ
ば、次のクエリはhostname、との値を含むリストを返しますhostname2。

SELECT "host.hostname", "other_host.hostname2" FROM host JOIN other_host ON host.city = 
 other_host.city
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クエリなどで時間範囲に依存するマクロを使用するには、テンプレート変数の更新モード
を$__timeFilter("time_column") On Time Range Change に設定する必要があります。

SELECT "event_name" FROM event_log WHERE $__timeFilter("time_column")

もう 1 つのオプションは、キー/値変数を作成できるクエリです。クエリは、__textとという名前の列を 
2 つ返す必要があります__value。__text列の値は一意でなければなりません (一意でない場合は、最初
の値が使用されます)。ドロップダウンリストのオプションにはテキストと値が表示され、わかりやすい名
前をテキストとして、IDを値として使用できます。次のコード例は、idテキストと値の両方を使用するク
エリを示しています。hostname

SELECT "hostname" AS __text, "id" AS __value FROM host

ネストされた変数を作成することもできます。たとえば、という名前の別の変数があるとしますregion。
次に、hosts変数に次のようなクエリで現在選択されているリージョンのホストのみを表示させることがで
きます（複数値の変数の場合はregion、複数の値と照合するのではなく=、IN比較演算子を使用してくだ
さい）。

SELECT "hostname" FROM host WHERE region IN('$region')

クエリでの変数の使用

テンプレート変数の値は、multi-valueテンプレート変数がaの場合のみ引用符で囲まれます。

変数が複数値の変数の場合は、=複数の値との照合を行うのではなく、IN比較演算子を使用してくださ
い。

次の 2 つの構文があります。

$<varname>という名前のテンプレート変数を使用した例hostname:

SELECT 
  "atimestamp" as time, 
  "aint" as value
FROM table
WHERE $__timeFilter("atimestamp") AND "hostname" IN('$hostname')
ORDER BY "atimestamp" ASC

[[varname]]という名前のテンプレート変数を使用した例hostname:

SELECT 
  "atimestamp" as time, 
  "aint" as value
FROM table
WHERE $__timeFilter("atimestamp") AND "hostname" IN('[[hostname]]')
ORDER BY atimestamp ASC

Salesforce
Salesforce データソースを使用すると、Amazon マネージド Grafana 内の Salesforce からのデータを視覚
化できます。

215



Amazon Managed Grafana ユーザーガイド
Grafana エンタープライズで利用可能なデータソース

このデータソースを使用するには、Salesforce アカウントと Salesforce 接続アプリケーションが必要で
す。

既知の制限事項

• アドホックフィルターはまだサポートされていません。
• 現在、SOQL クエリと SOQL 経由でアクセス可能なデータのみがサポートされています。SOSL と 

SAQL クエリ形式はまだサポートされていません。

必須の設定

次の設定が必要です。

Note

プラグインは現在、OAuth 2.0ユーザー名-パスワードフローを使用しています。接続アプリケー
ションに必要なコールバック URL が使用されていません。したがって、任意の有効な URL に設
定できます。

名前 説明

Enable 
OAuth 
settings

OAuth を有効にするには、これをチェックする必要があります。

Callback 
URL

このプラグインでは使用されないため、任意の有効な URL を指定できます。

Selected 
OAuth 
Scopes 
(minimum 
requirements)

データ (api) へのアクセスと管理。

Require 
Secret 
for 
Refresh 
Token 
Flow

これを有効または無効にするには、指定します。

データソースの追加

1. Amazon マネージド Grafana ワークスペースで Grafana コンソールを開き、ログインしていることを
確認します。

2. サイドメニューの「設定」(歯車アイコン) で、「データソース」を選択します。
3. [Add data source] (データソースを追加する) を選択する。

Note

サイドメニューに [データソース] リンクが表示されない場合は、Admin現在のユーザーにそ
のロールがないことを意味します。

4. データソースのリストから Salesforce を選択します。
5. 次の情報を入力します。
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• [ユーザー名] に、Salesforce への接続とクエリに使用する Salesforce アカウントのユーザー名を入
力します。

• [パスワード] に、そのユーザーのパスワードを入力します。
• [セキュリティトークン] に、そのユーザーのセキュリティトークンを入力します。
• 「コンシューマーキー」に「コンシューマーキー」と入力して Salesforce に接続します。これは 

Salesforce 接続アプリケーションから入手できます。
• 「コンシューマーシークレット」に「コンシューマーシークレット」と入力して Salesforce に接続

します。これは Salesforce 接続アプリケーションから入手できます。
• Salesforce サンドボックスを使用する場合は、「サンドボックスを使用」でこれを選択します。

Salesforce データソースのクエリの検索
クエリエディターは、クエリビルダーと SOQL エディターのモードをサポートしています。SOQL は
Salesforce オブジェクトクエリ言語の略です。

クエリビルダー (SOQL ビルダー)

クエリビルダーは、SOQL クエリを作成するためのユーザーフレンドリーなインターフェイスで
す。SOQL クエリの作成に慣れていない場合は、このモードを使用して Salesforce オブジェクトをクエリ
する SOQL を構築できます。クエリビルダーの FROM フィールドは、Salesforce の 1 つまたは複数のエ
ンティティを参照します。クエリビルダで他の操作を行う前に、FROM フィールドを選択する必要があり
ます。FROM フィールドを選択したら、ビルダーモードを選択する必要があります。SOQL Builder は、
現在、次のモードをサポートしています。

• List— 選択したテーブル/Salesforce の項目とその項目を一覧表示します。このモードを使用すると、
「この会計四半期に作成された商談のリストを、その名前、価値、段階とともに表示して」などの結果
が表示されます。

• Aggregate— エンティティ内の項目を集約します。このモードを使用すると、「先月に作成された商
談を数える」などの結果が表示されます。または「ステージ名でグループ分けした機会の総額はいくら
ですか？」

• Trend— 集計された結果を時系列で表示します。このモードを使用すると、「商談の数を数える」など
の結果が得られます CreatedDate。または「商談の締切日別にグループ化した価値の合計はいくらです
か。」

Entity/FROMクエリエディタでおよびモードを選択したら、次のオプションを使用してクエリを作成しま
す。

フィールド 適用対象 説明

SELECT すべて 表示するフィールドのリストを選択します。集計ビュー
またはトレンドビューの場合は、値を集計する方法を選
択します。

WHERE すべて （オプション）フィルター条件を指定します。結果は、
選択した条件に基づいてフィルタリングされます。

ORDER BY リスト、集計 (オプション) 結果に必要なフィールド名とソート順序を
選択します。

制限 リスト、集計 (オプション) 返される結果の数を制限します。デフォル
トは 100 です。

GROUP BY AGGREGATE (オプション) 集計値を特定のフィールドで分割する場合
は、フィールドを選択します。
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フィールド 適用対象 説明

タイムフィールド トレンド 結果をグループ化する日付フィールドを指定します。結
果は Grafana のタイムピッカー範囲に基づいてフィルタ
リングされます。

クエリエディターで前述のフィールドを設定すると、生成された SOQL のプレビューがクエリエディター
の下にも表示されます。クエリビルダーで何らかの制限がある場合は、生成された SOQL クエリをカスタ
マイズできる SOQL エディタに安全に切り替えることができます。

SOQL エディタ

未処理の SOQL エディタには、未処理の SOQL クエリを使用して Salesforce オブジェクトをクエリする
オプションが用意されています。SOQL エディタには、テーブルごとに使用できるエンティティや対応
する項目など、オートコンプリートの候補が表示されます。SELECT または WHERE の後に Ctrl+Space 
キーを押すと、テーブルごとに使用できるエンティティが表示されます。エンティティ名の後にドットを
入力すると、使用可能なフィールドが表示されます。

ショートカット

[Ctrl] + [Space] を押してコード補完を表示すると、使用可能なコンテキストオプションが表示されます。

CMD + S はクエリを実行します。

時系列としてのクエリ

日付フィールドを時刻に、メトリックフィールドをメトリックにエイリアスし、メトリックと日付でグ
ループ化して、時系列クエリを作成します。次に例を示します。

SELECT sum(Amount) amount, CloseDate time, Type metric from Opportunity
group by Type, CloseDate

マクロ

ダッシュボードの時間範囲で絞り込むには、SOQL クエリでマクロを使用できます。

• $__timeFrom—time データ型に変換された現在アクティブな時間選択の開始位置に置き換えられま
す。

• $__timeTo—time データ型に変換された現在アクティブな時間選択の末尾に置き換えられます。
• $__quarterStart— 会計四半期の開始 ( SalesForce 会計年度設定から導出)。
• $__quarterEnd— 会計四半期の終わり ( SalesForce 会計年度設定から導出)。

SELECT UserId, LoginTime from LoginHistory where LoginTime > $__timeFrom

テンプレートと変数
新しい Salesforce クエリ変数を追加するには、を参照してくださいクエリ変数を追加す
る (p. 551)。Salesforce データソースをデータソースとして使用します。ここでは任意の SOQL クエリ
を使用できます。

ユーザー ID とユーザー名など、名前と値のペアを使用する場合は、SOQL クエリから 2 つのフィールド
を返します。最初のフィールドが ID として使用されます。これは、クエリエディタ SOQL でキー (ID な
ど) でフィルタリングする場合に便利です。

SOQL クエリでは、変数構文を使用して変数を使用します。詳細については、「可変構文 (p. 550)」を参
照してください。
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SAP HANA
SAP HANA は、データ主導型のリアルタイムの意思決定と\ アクションを高速化する高性能なインメモ
リデータベースです。SAP によって開発および販売されています。SAP HANA データソースプラグイン
は、SAP HANA インスタンスを Grafana に接続するのに役立ちます。

SAP HANA Grafana Enterprise プラグインを使用すると、SAP HANA データを Grafana の他のすべての
データソースと一緒に視覚化できるだけでなく、ログやメトリックスデータをコンテキストで視覚化でき
ます。このプラグインには組み込みのクエリエディターが含まれており、注釈をサポートし、アラートの
しきい値の設定、アクセスの制御、権限の設定などを行うことができます。

機能

• クエリエディター — プラグインには、時系列データやテーブルデータを視覚化したり、基本的な 
Grafana マクロをauto 補完したりできる構文強調表示機能を備えた SQL クエリエディターが組み込ま
れています。

• データソース権限 — Grafana で SAP HANA データを閲覧またはクエリできるユーザーを管理できま
す。

• 注釈 — SAP HANA イベントまたはデータを Grafana グラフにオーバーレイして、イベントを他のグラ
フデータと関連付けます。

• アラート — SAP HANA にアラートベースのメトリクスストアを設定します。
• クエリ用の変数 — SAP HANA データに基づいてテンプレート変数を Grafana で作成し、SAP HANA ク

エリに変数を含めてダッシュボードをインタラクティブにします。

データソースの追加

1. Amazon マネージド Grafana ワークスペースで Grafana コンソールを開き、ログインしていることを
確認します。

2. サイドメニューの「設定」(歯車アイコン) で、「データソース」を選択します。
3. [Add data source] (データソースを追加する) を選択する。

Note

サイドメニューに [データソース] リンクが表示されない場合は、Admin現在のユーザーにそ
のロールがないことを意味します。

4. データソースのリストから SAP HANA を選択します。
5. Config エディタで、以下の情報を入力します。

• [サーバーアドレス] に、SAP HANA インスタンスのアドレスを入力します。例:xxxxxxx-xxxx-
xxxx-xxxx-xxxxxxx.hana.trial-us10.hanacloud.ondemand.com。

• [サーバーポート] には、SAP HANA インスタンスのポートを指定します。
• [ユーザー名] に、SAP HANA インスタンスへの接続に使用するユーザー名を入力します。
• [パスワード] に、このユーザーのパスワードを入力します。
• （オプション）TLS 検証をスキップする場合は、「TLS 検証をスキップ」を有効にします。
• (オプション) クライアント証明書とキーを提供する必要がある場合は、TLS クライアント認証を有

効にします。
• （オプション）自己署名 TLS 証明書の検証を有効にする場合は、「CA 証明書付き」を有効にしま

す。
• (オプション) [デフォルトスキーマ] に、使用するデフォルトスキーマを入力します。これを省略す

ると、すべてのクエリでスキーマを指定する必要があります。

アクセスと権限
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Grafana を SAP HANA に接続するには、専用の認証情報を使用してください。必要な権限のみをユーザー
に提供してください。まず、ユーザー名とパスワードを使用して制限付きユーザーを作成します。次のク
エリは、制限付きユーザーを作成する例です。このクエリでは、パスワードの強制変更も無効になりま
す。

CREATE RESTRICTED USER <USER> PASSWORD <PASSWORD> NO FORCE_FIRST_PASSWORD_CHANGE;

次に、以下のようにして、ユーザーが Grafana などのクライアントを介してシステムに接続できるように
します。

ALTER USER <USER> ENABLE CLIENT CONNECT;

最後に、必要なビュー、テーブル、スキーマへのアクセスをユーザーに許可します。

ALTER USER <USER> GRANT ROLE PUBLIC;
GRANT SELECT ON SCHEMA <SCHEMA> TO <USER>;

ユーザーレベルの権限

データソース設定ページの [権限] タブをクリックしてデータソース権限を有効にして、SAP HANA へのア
クセスを制限します。権限ページで、管理者は権限を有効にし、クエリ権限を特定のユーザーとチームに
制限できます。

クエリエディタ
SAP HANA Grafana プラグインには、任意の HANA クエリを入力できる SQL クエリエディタが付属し
ています。クエリが時系列データを返す場合は、それを時系列としてフォーマットしてグラフパネルで視
覚化できます。クエリエディターには、サポートされている Grafana マクロのauto コンプリート機能と 
SQL クエリのシンタックスハイライト機能があります。

注釈
SAP HANA クエリを Grafana アノテーションのソースとして使用できます。注釈クエリは、少なくとも 
1 つの時間列と 1 つのテキスト列を返す必要があります。注釈の詳細については、「」を参照してくださ
い注釈 (p. 520)。

SAP HANA からアノテーションを作成するには

1. ダッシュボード設定のギアアイコンを選択します。
2. 左側のメニューから、[注釈]、[新規] を選択します。
3. データソースドロップダウンメニューから、SAP HANA データソースインスタンスを選択します。
4. クエリフィールドに、少なくとも 1 つの時間フィールドと 1 つのテキストフィールドを返す SAP 

HANA クエリを入力します。
5. 「フォーマット」ドロップダウンメニューで、「時系列」を選択します。
6. 注釈ごとに、「差出人」フィールドを設定します。

テンプレートと変数
新しい SAP HANA クエリ変数を追加するには、を参照してくださいクエリ変数を追加す
る (p. 551)。SAP HANA データソースをデータソースとして使用します。

次のクエリ例では、usernameusersテーブルから個別のリストが返されます。

select distinct("username") from "users"
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Note

変数クエリでは、必ず 1 つの列のみを選択してください。クエリが 2 つの列を返す場合、最初の
列は表示値として使用され、2 番目の列は変数の実際の値として使用されます。クエリが 3 つ以
上の列を返す場合、それらは拒否されます。

テンプレートと変数

クエリには任意の Grafana 変数を使用できます。次の例は、クエリで単一/複数変数を使用する方法を示し
ています。

-- For example, following query
select * from "users" where "city" = ${city}
-- will be translated into
select * from "users" where "city" = 'london'
--- where you can see ${city} variable translated into actual value in the variable

テキストと同様に、変数は数値フィールドにも使用できます。以下の例では、${age}はテキストボックス
変数で、数値を受け入れ、テーブル内の数値フィールドと比較します。

select * from "users" where "age" > ${age}
--- wil be translated into
select * from "users" where "age" > '36'

変数が複数の値を返す場合は、以下のようにSAPin HANAクエリの条件で使用できます。SAP 
HANAwhere in で条件が有効になるように、変数を囲む括弧に注意してください。

select * from "users" where "city" in (${cities})
--- will be translated into
select * from "users" where "city" in ('london','perth','delhi')
--- where you can see ${cities} turned into a list of grafana variables selected.
--- You can also write the same query using shorthand notation as shown below
select * from "users" where "city" in ($cities)

マクロ

• $__timeFilter(<time_column>)— 未処理のクエリで使用した場合、Grafana の時間範囲を指定さ
れた列に適用します。日付/タイムスタンプ/ロングタイム列に適用されます。

• $__timeFilter(<time_column>, <format>)— 上記と同じ。ただし、データベースに保存されて
いる time_column の形式を指定することができます。

• $__timeFilter(<time_column>, "epoch", <format>)— 上記と同じですが、時間列がエポック
の場合に使用できます。format には 's'、'ms'、'ns' のいずれかを使用できます。

• $__fromTimeFilter(<time_column>)— 上記と同じですが、時間列がエポックの場合に使用できま
す。format には 's'、'ms'、'ns' のいずれかを使用できます。

• $__fromTimeFilter(<time_column>, <comparison_predicate>)— 上記と同じですが、比較
条件を指定することができます。

• $__fromTimeFilter(<time_column>, <format>)— 上記と同じですが、時間列の形式を指定でき
ます。

• $__fromTimeFilter(<time_column>, <format>, <comparison_predicate>)— 上記と同じ
ですが、比較条件を指定することができます。

• $__toTimeFilter(<time_column>)— 時間フィールドの時間に対するグラファナの時間に基づく時
間条件を返します。

• $__toTimeFilter(<time_column>, <comparison_predicate>)— 上記と同じですが、比較条
件を指定することができます。

• $__toTimeFilter(<time_column>, <format>)— 上記と同じですが、時間列の形式を指定できま
す。

221



Amazon Managed Grafana ユーザーガイド
Grafana エンタープライズで利用可能なデータソース

• $__toTimeFilter(<time_column>, <comparison_predicate>)— 上記と同じですが、比較条
件を指定することができます。

• $__timeGroup(<time_column>, <interval>)— 時間列を間隔グループに拡張します。日付/タイ
ムスタンプ/ロングタイム列に適用されます。

$__タイムフィルター () マクロ <time_column>

$__timeFilter(<time_column>)次の例ではマクロについて説明しています。

- In the following example, the query
select ts, temperature from weather where $__timeFilter(ts)
--- will be translated into
select ts, temperature from weather where ts > '2021-02-24T12:52:48Z' AND ts < 
 '2021-03-24T12:52:48Z'
--- where you can see the grafana dashboard's time range is applied to the column ts in the 
 query.

$__タイムフィルター (,) マクロ <time_column><format>

場合によっては、データベースの時間列がカスタム形式で保存されることがあります。次の例で
は、$__timeFilter(<time_column>, <format>) grafanaのタイムピッカーに基づいてカスタムタイ
ムスタンプをフィルタリングするのに役立つマクロについて説明しています。

SELECT TO_TIMESTAMP("TS",'YYYYMMDDHH24MISS') AS METRIC_TIME , "VALUE" FROM "SCH"."TBL" 
 WHERE $__timeFilter("TS","YYYYMMDDHH24MISS") -- TS is in 20210421162012 format
SELECT TO_TIMESTAMP("TS",'YYYY-MON-DD') AS METRIC_TIME , "VALUE" FROM "SCH"."TBL" WHERE 
 $__timeFilter("TS","YYYY-MON-DD") -- TS is in 2021-JAN-15 format

マクロでは、フォーマットはタイムスタンプ列と一致する有効な HANA フォーマットのいずれかを指定で
きます。たとえば、YYYYMMDDHH24MISSは、20210421162012データがフォーマットで保存されている
場合に有効な形式です。

$__タイムフィルター (,「エポック」) マクロ <time_column><format>

場合によっては、タイムスタンプがエポックタイムスタンプとしてDBに保存されていることがあります。
次の例では、$__timeFilter(<time_column>, "epoch" <format>) grafanaのタイムピッカーに
基づいてエポックタイムスタンプをフィルタリングするのに役立つマクロについて説明します。マクロで
は、フォーマットは ms、s、ns のいずれかになります。指定しない場合、s はデフォルト形式として扱わ
れます。

SELECT ADD_SECONDS('1970-01-01', "TIMESTAMP") AS "METRIC_TIME", "VALUE" FROM "SCH"."TBL" 
 WHERE $__timeFilter("TIMESTAMP","epoch") -- Example : TIMESTAMP field stored in 
 epoch_second format 1257894000
SELECT ADD_SECONDS('1970-01-01', "TIMESTAMP") AS "METRIC_TIME", "VALUE" FROM "SCH"."TBL" 
 WHERE $__timeFilter("TIMESTAMP","epoch","s") -- Example : TIMESTAMP field stored in 
 epoch_second format 1257894000
SELECT ADD_SECONDS('1970-01-01', "TIMESTAMP"/1000) AS "METRIC_TIME", "VALUE" FROM 
 "SCH"."TBL" WHERE $__timeFilter("TIMESTAMP","epoch","ms") -- Example : TIMESTAMP field 
 stored in epoch_ms format 1257894000000
SELECT ADD_SECONDS('1970-01-01', "TIMESTAMP"/1000000000) AS "METRIC_TIME", "VALUE" FROM 
 "SCH"."TBL" WHERE $__timeFilter("TIMESTAMP","epoch","ns") -- Example : TIMESTAMP field 
 stored in epoch_nanoseconds format 1257894000000000000

$__timeFilter の 3 番目の引数を使う代わりに、2 番目の引数として epoch_s、epoch_ms、epoch_ns のい
ずれかを使うこともできます。

SELECT ADD_SECONDS('1970-01-01', "TIMESTAMP"/1000) AS "METRIC_TIME", "VALUE" FROM 
 "SCH"."TBL" WHERE $__timeFilter("TIMESTAMP","epoch","ms")
-- is same as
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SELECT ADD_SECONDS('1970-01-01', "TIMESTAMP"/1000) AS "METRIC_TIME", "VALUE" FROM 
 "SCH"."TBL" WHERE $__timeFilter("TIMESTAMP","epoch_ms")

$__fromTimeFilter () と $__toTimeFilter () マクロ

$__fromTimeFilter()マクロは、Grafana のタイムピッカーの時間に基づく時間フィールドの条件に展
開されます。

これは 3 つのパラメータを受け入れます。最初のパラメータは時間フィールド名です。2 番目の引数とし
て comparison_predicate または時間列のフォーマットを渡すことができます。両方を渡す場合は、format 
を 2 番目のパラメーターに、comparison_predicate を 3 番目のパラメーターとして使用します。

<format>形式が指定されていない場合、プラグインは時間列がタイムスタンプ/日付タイプであると見なし
ます。時間列がタイムスタンプ/日付以外の形式で保存されている場合は、その形式を2番目の引数として
渡します。 <format>epoch_s、epoch_ms、epoch_ns のいずれか、または YYYYY-MM-DD のような他の
カスタムフォーマットのいずれかを指定できます。

<comparison_predicate>オプションパラメータ。渡されない場合、プラグインは > を比較述語として使用
します。 <comparison_predicate>=,! のいずれかを使用できます =、<>、<、<=、>、>=

$__toTimeFilter()$__fromTimeFilter () と同じように機能します。Grafanaを時々使う代わりに、時折
使います。また、デフォルトの比較述語は < になります。

$__タイムグループ (,) <time_column><interval>

たとえば、クエリ内の $__timeGroup (timecol,1h) というマクロは SERIES_ROUND (「timecol」,「間隔 1 
時間」) に展開されます。

次の例ではその説明をしています$__timeGroup(<time_column>, <interval>) macro.

SELECT $__timeGroup(timestamp,1h),  "user", sum("value") as "value"
FROM "salesdata"
WHERE $__timeFilter("timestamp")
GROUP BY $__timeGroup(timestamp,1h), "user"
ORDER BY $__timeGroup(timestamp,1h) ASC

これを次のクエリに変換すると、$__timeGroup(timestamp,1h)がに展開されま
すSERIES_ROUND("timestamp", 'INTERVAL 1 HOUR')。

SELECT SERIES_ROUND("timestamp", 'INTERVAL 1 HOUR') as "timestamp",  "user", sum("value") 
 as "value"
FROM "salesdata"
WHERE "timestamp" > '2020-01-01T00:00:00Z' AND "timestamp" < '2020-01-01T23:00:00Z'
GROUP BY SERIES_ROUND("timestamp", 'INTERVAL 1 HOUR'), "user"
ORDER BY "timestamp" ASC

Note

$__TimeGroup マクロで group by を使用する場合は、「選択して並べ替える」のフィールド名が
「フィールド別のグループ」と同じであることを確認してください。そうしないと、HANA がク
エリを認識しない可能性があります。

$__timeGroup () 関数で間隔をハードコーディングしたくない場合は、間隔として $__interval を指定して 
Grafana に任せることができます。Grafana はその間隔をダッシュボードの時間範囲から計算します。ク
エリの例:

SELECT $__timeGroup(timestamp, $__interval), sum("value") as "value"
FROM "salesdata"
WHERE $__timeFilter("timestamp")
GROUP BY $__timeGroup(timestamp, $__interval)
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ORDER BY $__timeGroup(timestamp, $__interval) ASC

そのクエリは、ダッシュボードの時間範囲に基づいて次のクエリに変換されます。

SELECT SERIES_ROUND("timestamp", 'INTERVAL 1 MINUTE'), sum("value") as "value"
FROM "salesdata"
WHERE "timestamp" > '2019-12-31T23:09:14Z' AND "timestamp" < '2020-01-01T23:17:54Z'
GROUP BY SERIES_ROUND("timestamp", 'INTERVAL 1 MINUTE')
ORDER BY SERIES_ROUND("timestamp", 'INTERVAL 1 MINUTE') ASC

アラート

Grafana で SAP HANA アラートを設定するには

1. ダッシュボードにグラフパネルを作成します。
2. SAP HANA クエリを時系列形式で作成します。
3. 「アラート」タブを選択し、アラート条件を指定します。
4. [Test Rule] を選択してアラートクエリをテストします。
5. アラート受信者、メッセージ、エラー処理を指定します。
6. ダッシュボードを保存します。

非時系列データに関するアラート

非時系列データについてアラートを出すには、TO_TIMESTAMP('${__to:date}')マクロを使用して非
時系列メトリクスを時系列化します。これにより、指標が単一点の時系列クエリに変換されます。クエリ
の形式は以下のとおりです。

SELECT TO_TIMESTAMP('${__to:date}'),  <METRIC> FROM <TABLE# WHERE <YOUR CONDITIONS>

次の例では、テーブルには [ユーザー名]、[年齢]、[都市]、[ロール] という 4 つのフィールドがあります。
このテーブルには時間フィールドはありません。開発権限を持つユーザーの数が3人に満たない場合に通知
したい。

SELECT  TO_TIMESTAMP('${__to:date}'), count(*) as "count" FROM ( 
   SELECT 'John' AS "username", 32 AS "age", 'Chennai' as "city", 'dev' as "role" FROM 
 dummy 
   UNION ALL SELECT 'Jacob' AS "username", 32 AS "age", 'London' as "city", 'accountant' as 
 "role" FROM dummy 
   UNION ALL SELECT 'Ali' AS "username", 42 AS "age", 'Delhi' as "city", 'admin' as "role" 
 FROM dummy 
   UNION ALL SELECT 'Raja' AS "username", 12 AS "age", 'New York' as "city", 'ceo' as 
 "role" FROM dummy 
   UNION ALL SELECT 'Sara' AS "username", 35 AS "age", 'Cape Town' as "city", 'dev' as 
 "role" FROM dummy 
   UNION ALL SELECT 'Ricky' AS "username", 25 AS "age", 'London' as "city", 'accountant' as 
 "role" FROM dummy 
   UNION ALL SELECT 'Angelina' AS "username", 31 AS "age", 'London' as "city", 'cxo' as 
 "role" FROM dummy
) WHERE "role" = 'dev'

ServiceNow
これは、 ServiceNow ServiceNowインスタンスへの接続に使用されるデータソースです。

機能

• クエリ
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• API クエリの統計
• テーブル API クエリ

• インシデント、変更、その他のテーブル
• アラート
• 注釈 (ベータ機能)
• テンプレート変数

構成

Grafana の左側のパネルでデータソースを選択します。

「データソースを追加」を選択します。

servicenow入力してデータソースプラグインを検索してください:

ServiceNow URL を入力してください:

[保存してテスト] を選択します。「ServiceNow 接続OK」という緑色のメッセージが表示されます。

ダッシュボードの例

あらかじめ作成されたダッシュボードがプラグインに含まれており、ダッシュボードタブにあるデータ
ソース設定ページからインポートできます。

使用方法

クエリエディタでデータを返すには、2 つの方法があります。

• テーブル API
• アグリゲート API

ユーザーは現在、次のような定義済みのテーブルをクエリするかどうかを選択できます。

• 変更
• インシデント

または、現在v1.4.0、その他 (カスタムテーブル) オプションを使用して API 主導のテーブルとフィール
ドのリストを作成することもできます。このオプションを使用すると、 ServiceNow データソースの設定
に使用したユーザーが利用できる任意のテーブルにあるデータをクエリできます。

カスタムテーブルオプションは、定義済みのテーブルリストと同じ機能をすべてサポートする必要があり
ます。

テーブル API クエリ

TableAPI は、テーブルパネルでの表示に適したデータを返します。表示するフィールドを順番に選択でき
るほか、フィルタリングオプションも使用できます。クエリエディターには、クエリによって返される行
数を制限するフィールドもあります。

前のクエリの結果を表示するテーブルパネルの例。

Show

「表示」行には、表示するフィールドを選択するためのセレクターがあります。複数のフィールドを指定
することもできます。フィールドは、指定された順序で返されます。
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[値を表示]

表示値フラグを使用すると、クエリは数値の代わりにわかりやすい値を返したり、値を表示したりしま
す。

たとえば、1このフラグがないと重大度だけが表示されます1。フラグが有効な場合、表示される値は次の
ようになります1 - High。

ServiceNow API ドキュメントによると、これはパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があります。
Note

[...] 表示値を指定すると、データベースから直接読み込まず、他のフィールドやレコードを参照す
ることになるため、パフォーマンス上の問題が発生する可能性があります。

フィルター (一般)

フィルター行では、複数のフィールドと値の条件に基づいて表示される行を絞り込むことができます。

すべてのフィルターは AND 演算または OR 演算と組み合わされます。

次のフィールドは、カスタムテーブルを使用しない場合に使用できます (このリストはfuture 拡張される予
定です)。

Active
Asset
Group
Assigned To
Escalation
Issue Number
Description
Priority
State
Type
Change Risk
Change State
Start Date
End Date
On Hold

カスタムテーブルを選択すると、フィールドは Service Now API から自動的に入力されます。

日付フィルターー

タイム
フィー
ルド

演算子 値

開店日 今日ではなく、今日より前、前、後、後 タイムスタンプ 
JavaScript: GS. 数日前 
(30)

アク
ティビ
ティ期
限

定休日

期日
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タイム
フィー
ルド

演算子 値

予想さ
れる開
始

営業再
開時間

解決日
時

作業終
了

作業開
始

時間を
無視

その他の日付値については、https://developer.servicenow.com/app.do #! を参照してください。 /api_doc? 
v=ニューヨーク&id=r_sgsys-dategenerate_s_s

演算子 (一般、文字列ベース)

• 先頭が一致
• Ends With
• 好き
• 好きではない
• 等しい
• 等しくない
• Is Empty

オペレータ (時間ベース)

• 今日
• 今日はだめ
• 前
• 時または前
• 後
• 時または後

値

値の選択は、選択したフィルターのタイプによって異なります。

• ブーリアンフィルターには True/False のオプションがあります
• テキストフィルターでは任意の値を入力できます
• エスカレーション、優先度には固定された数値があります
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並べ替える

Sort By 行では、複数のフィールドと値の条件に基づいて表示される行を絞り込むことができます。

すべてのフィルターは AND 演算と組み合わされます。他のオペレータSupport も追加される予定です。

制限

返されるデータが多すぎないように、行制限を指定できます。デフォルト値は 25 です。

タイムフィールド

これによりTime Field、クエリされたデータが時系列に変換されます。データが時系列として処理され
るということは、選択した「時間フィールド」の値のうち、ダッシュボード/パネルの時間範囲に含まれな
いものは表示されません。

デフォルトの時間フィールドは「Opened At」ですが、時間値が格納されている任意のフィールドに変更
できます。

「Ignore Time」という特別な値が用意されているため、「今まで」の結果を表示したり、表示するデータ
をフィルターで制御したりできます。

集計 API クエリ (統計)

AggregateAPI は常に、平均、最小、最大、合計の集計を含むメトリクスを返します。フィルタリングはク
エリを絞り込むためにも使用できます。

Show

表示行には、表示する指標のセレクターが表示されます。複数のメトリクスを指定することもできます。

フィルター (一般)

集計フィルターでは、テーブルオプションと同様に、フィールドと値の条件に基づいて表示される指標を
絞り込むことができます。

すべてのフィルターは AND 演算と組み合わされます。他のオペレータSupport も追加される予定です。

統計フィルターオプションはTableAPIと同じです。

集約

指標の集計には 4 つのタイプと「カウント」があります。

• [Average] (平均)
• [Minimum] (最小)
• [Maximum] (最大)
• Sum
• カウント-クエリによって返されたメトリックの「数」を返します

グループ別

このセレクターを使用すると、指標をより小さな集計に分割できます。「優先度」でグループ化すると、
優先度の「タグ」と一意の値が区切られたメトリックが返されます。

テンプレート作成

クエリに名前をハードコーディングする代わりに、変数を代わりに使用できます。変数はダッシュボード
上部のドロップダウン選択ボックスとして表示されます。これらのドロップダウンボックスを使用して、
ダッシュボードに表示されるデータを変更できます。
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クエリ変数を追加し、それをテンプレート値で参照する方法については、「クエリ変数」セクションの例
を参照してください。

クエリ変数

そのタイプのテンプレート変数を追加するとQuery、カテゴリ名、キー名、ドロップダウン選択ボックス
として表示されるキー値などの項目を返すクエリを作成できます。

たとえば、テンプレート変数の Querycategories 設定でこのようなクエリを指定することで、のすべて
の値を含む変数を作成できます。

クエリ設定を選択すると、[フィルタ] セクションが表示され、[タイプ] と [フィールド] を選択できます。
現在、タイプはインシデントと変更に限定されています。タイプを選択すると、そのタイプに該当する
フィールドのリストが表示されます。タイプとフィールドを選択すると、そのタイプ/フィールドで使用可
能なオプションを示す値のプレビューが下部に表示されます。これらの値はダッシュボードのドロップダ
ウンリストに表示され、テンプレートと併用してダッシュボードパネルのデータをフィルタリングできま
す。

たとえば、「カテゴリ」という名前の変数を追加し、「タイプ」=「インシデント」、「フィール
ド」=「カテゴリ」を選択すると、「カテゴリ」のオプションのリストが表示されます。次に、フィルター
をパネルに追加し、「Category Equals $ {category}」を選択すると、パネルデータには、ダッシュボード
のドロップダウンリストから選択したそのカテゴリのデータのみが表示されます。

例を確認するには、「カテゴリ別インシデント」ダッシュボードをインポートしてください。

クエリでの変数の使用

次の 2 つの構文があります。

$<varname>という名前のテンプレート変数を使用した例hostname:

[[varname]]という名前のテンプレート変数を使用した例hostname:

アラート
標準の Grafana アラートがサポートされています。グラフパネルで定義されているクエリはすべてアラー
トの生成に使用できます。

以下はクエリとアラートの例です。このクエリは、未解決の重大な優先度の高いすべてのインシデントの
グラフを返します。

このアラートは、未解決の重大かつ優先度の高いインシデントが5件以上発生したときに開始されます。

アラートルールをテストすると、アラートルールからの出力が表示され、状態履歴を選択すると、アラー
トが「OK」から「保留中」、「アラート」に遷移します。

グラフビューには縦線が表示され、アラートが保留されている間は上部のハートのアイコンがオレンジ色
に変わります。

アラートの基準が満たされると、ルールは赤に変わります。

グラフビューでは、赤い縦線が表示され、上部のハートのアイコンが赤に変わります。

アラート用のインシデントの作成

ベータ機能

• ServiceNow データソースの通知チャネルを設定します。

これにより、 ServiceNow 設定したユーザーを使用してこのデータソースのインスタンスにインシデント
を作成するGrafana通知チャネルが設定されます。
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このアクションには、 ServiceNow データソースユーザーがインシデントを書き込む権限を持っている必
要があります。

HTTP プロキシを使用する

HTTP プロキシを使用する場合、Amazon Managed Grafana は次の環境変数をプロキシの場所に設定する
必要があります。

• HTTP_PROXY+ または http_proxy-
• フルパス-http://host:port
• または単に:host:port

• HTTPS_PROXY(またはhttps_proxy):
• フルパス-https://host:port
• または単に:host:port

注釈

Grafana アノテーションは、v1.4.0このデータソースの時点ではベータ機能です。注釈によりイベントを
グラフに重ねることができます。

注釈クエリは、標準のクエリエディターと同じオプションをサポートしますが、いくつかの小さな違いが
あります。

• 選択可能な「表示」列は 1 つだけです。この問題は、future 改善で修正される予定です。
• 時刻フィールドは必須です。

よくある質問

ITSM ロールプラグインがない場合はどうなりますか?

以下のアクションを実行するには、管理者アクセスが必要です。

オプション 1: Grafana ユーザーにすべてのテーブルへのアクセスを許可する管理者権限を付与します。

オプション 2: ロールを作成し、Grafana がアクセスする必要があるすべてのテーブルに ACL を適用しま
す。

次のアクションを実行するには、管理者権限が必要です。

1. ログインしている管理者は、security_admin へのアクセスを昇格する必要があります。

a. 右上のナビゲーションペインで、プロフィールアイコンを選択します。プロフィールアイコンに
はドロップダウンキャレットインジケーターがあります。

b. ドロップダウンリストから [ロールを昇格] を選択します。
c. 表示されるモーダルから、security_admin チェックボックスを選択します。
d. [OK] を選択します。

2. 任意の命名規則で新しいロールを作成します。

a. 左側のナビゲーションにあるロールセクションに移動します。システムセキュリティ => ユー
ザーとグループ => ロール

b. 上部の [新規] を選択します。
c. ロールの名前と関連する説明を入力します。
d. [Submit] (送信) を選択します。

3. 新しいユーザーを作成するか、必要なロールを持つ既存のユーザーを変更します。
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a. ステップ 2 で作成したロール
b. パーソナライズ・ディクショナリ
c. パーソナライズ・チョイス
d. cmdb_read (これにより、すべての cmdb テーブルへの読み取りアクセス権が付与されます)

4. 必要なテーブルとフィールドのテーブル ACL を作成します。

• sys_db_object テーブルの ACL を作成します。

i. 2 番目の検索ヘッダー列に「名前」と入力しsys_db_object、Enter キーを押します。
ii. フィルタリングされた結果には Table が表示されるはずです。[テーブル] を選択してレコー

ドに移動します。
iii. タブセクションで [コントロール] を選択します。
iv. ページ下部で、「アクセス制御」タブが選択されていることを確認します。
v. [New] を選択して新しい ACL を作成します。
vi. オペレーション選択を読み取りに変更します。
vii. 画面下部の「Requires Role」セクションで、「Insert New Row」を選択 (ダブルクリック) 

し、作成したロールを検索します。
viii. 作成したロールを選択したら、緑色のチェックマークを選択します。
ix. 画面下部の [Submit] を選択して ACL を作成し、モーダルが表示されたら [Continue] を選択

します。
5. 特定の sys_db_object フィールドの ACL を作成します。[名前]、[ラベル]、[表示名]、[拡張テーブル] 

の各フィールドについて、次の手順を繰り返す必要があります。

a. sys_db_object のテーブルレコードビューを開いたまま、画面上部に最も近いタブグループの [列] 
タブを選択します。

b. フィールド名を見つけて選択します。
c. 下部のタブセクションで、「アクセス制御」タブの「新規」を選択します。
d. 操作を読み取りに変更してください
e. 一番下の「ロールが必要」テーブルで [ダブルクリック) します。
f. 作成したロールを検索し、緑色のチェックマークを選択します。
g. [Submit] (送信) を選択します。
h. 必ず、[名前]、[ラベル]、[表示名]、[拡張テーブル] のすべての必須フィールドについて、これらの

手順を繰り返してください。
6. Grafana からクエリしたい変更、インシデント、その他の CMDB 以外のテーブルについて、4.1 の手

順を繰り返します。4.2 のステップを繰り返さないでください。そのステップは sys_db_object にのみ
必要です。

Snowflake
Snowflake Enterprise データソースを使用すると、Snowflake データを Grafana の他のすべてのデータ
ソースと一緒に視覚化できるだけでなく、ログデータやメトリクスデータをコンテキストで視覚化できま
す。このデータソースには、強力な先行入力クエリエディターが含まれており、複雑な注釈のサポート、
アラートのしきい値の設定、アクセスと権限の制御などが可能です。

概要

スノーフレークとは

Snowflakeは、一般に「データ warehouse-as-a-service」と呼ばれるクラウドベースのデータストレー
ジおよび分析サービスを提供し、データウェアハウジング、データレイク、データエンジニアリング、
データサイエンス、データアプリケーション開発、およびデータ共有のためのソリューションを提供しま
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す。Snowflakeは、クラウドベースのハードウェアとソフトウェアを使用してデータを手頃な価格で保存
および分析できるため、ここ数年で大きな人気を博しました。最近、史上最大のソフトウェアIPOで最高
潮に達しました。現在、多くの企業がSnowflakeをプライマリデータベースとして使用して、トランザク
ション数、アクティブユーザーセッション、さらには時系列データやメトリックデータなどのアプリケー
ションやビジネスデータを保存しています。

スノーフレークと Amazon マネージドGrafana を最大限に活用する

Snowflake データを移動せずに視覚化:Grafana のユニークなアーキテクチャは、データを移動して冗長な
ストレージや取り込みの料金を支払うのではなく、データが存在する場所で直接クエリを実行します。

さまざまなソースからパネルを作成:事前に構築されたカスタムダッシュボードを使用して、さまざまな
データソースからのデータを 1 つの画面にまとめます。

ユーザーレベルでの変換と計算:ユーザーはデータを変換し、表示されているデータに対してさまざまな計
算を実行できるため、データの準備が少なくて済みます。

パネル内での結合、計算、視覚化:Snowflakeやその他のソースからの関連データを表示する混合データ
ソースパネルを作成します。

機能

クエリエディター:クエリエディターはスマートSQLオートコンプリートエディターで、時系列データや
テーブルデータを視覚化し、SQL構文エラーを処理し、基本的なSQLキーワードをオートコンプリートで
きます。

データソースの権限:Grafana で Snowflake データを表示またはクエリできるユーザーを制御できます

注釈:Snowflakeイベントを任意の Grafana グラフに重ねて、イベントを他のグラフデータと関連付けます

アラート:Snowflakeにアラートベースのメトリクスストアを設定します

クエリ用の変数:Snowflakeデータに基づいてGrafanaでテンプレート変数を作成し、Snowflakeクエリに変
数を含めてインタラクティブなダッシュボードを作成します。

マルチメトリッククエリ:複数のメトリックをそれぞれ独自の列に返すクエリを 1 つ記述します。

Snowflake プラグインの開始方法

Grafana の Snowflake プラグインを使い始めるための 5 つの簡単な手順を次に示します。

ステップ 1: Snowflake データソースをセットアップする

データソースを設定するには、[構成]、[データソース]、[データソースの追加]、[Snowflake] を選択しま
す。

認証の詳細を追加すると、データソースをクエリを実行することができます。

以下の構成フィールドが利用できます。

名前 説明

アカウント Snowflake のアカウント。

ユーザーネーム サービスアカウントのユーザー名。

[Password] (パスワード) サービスアカウントのパスワード。

スキーマ (オプション) クエリのデフォルトスキーマを設定します。
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名前 説明

倉庫 (オプション) クエリのデフォルトウェアハウスを設定します。

データベース (オプション) クエリのデフォルトデータベースを設定します。

ロール (オプション) クエリの役割を担います。

ステップ 2: Snowflake データのクエリを作成する

ダッシュボードにパネルを作成し、Snowflake データソースを選択してクエリエディターの使用を開始し
ます。

• 日付/時刻が含まれている限り、クエリのどこにでも表示できます。
• 数値列を含める必要があります。これは集計列でも int/float 列でもかまいません。
• 時系列データがさまざまな指標に合わせてフォーマットされている場合は、オプションで文字列列を含

めて個別のデータ系列を作成できます。

スノーフレーククエリのレイアウト

select 
  <time_column>, 
  <any_numerical_column> 
  <other_column_1>, 
  <other_column_2>, 
  <...>
from 
  <any_table>
where 
  $__timeFilter(<time_column>) // predefined where clause for time range 
  and $<custom_variable> = 1 // custom variables start with dollar sign

間隔別の時系列グループの SQL クエリ形式

select 
  $__timeGroup(created_ts, '1h'), // group time by interval of 1h 
  <time_column>,  
  <any_numerical_column>, 
  <metric_column>
from 
  <any_table>
where 
  $__timeFilter(<time_column>) // predefined where clause for time range 
  and $<custom_variable> = 1 // custom variables start with dollar sign
group by <time_column>

テーブルの SQL クエリ形式

select 
  <time_column>, // optional if result format option is table 
  <any_column_1> 
  <any_column_2> 
  <any_column_3>
from 
  <any_table>
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where 
  $__timeFilter(time_column) // macro for time range, optional if format as option is table 
  and $<custom_variable> = 1 // custom variables start with dollar sign

ステップ 3: テンプレート変数を作成して使用する

テンプレート変数の使用

次の例が示すように、クエリにテンプレート変数を含めることができます。

 select 
   <column> 
 from  
   <table> 
 WHERE column >= '$variable'

次の例は、クエリで複数値の変数を使用する方法を示しています。

select 
  <column>
from  
  <table>
WHERE <column> regexp '${variable:regex}'

Snowflake データソースを使用して変数を作成する

ダッシュボード設定で、「変数」を選択し、「新規」を選択します。

「クエリ」変数タイプを使用して、Snowflakeデータソースを「データソース」として選択します。

Important

変数クエリでは、必ず 1 つの列だけを選択してください。

例:

SELECT DISTINCT query_type from account_usage.query_history;

以下の変数が得られます。

All DESCRIBE USE UNKNOWN GRANT SELECT CREATE DROP SHOW

ステップ 4: アラートのセットアップ

特定のSnowflakeメトリクスまたは作成したクエリにアラートを設定できます。

クエリエディター内の [アラート] タブボタンを選択し、[アラートを作成] を選択します。

ステップ 5。注釈を作成する

注釈を使用すると、イベントをグラフに重ねることができます。

注釈を作成するには、ダッシュボード設定で [注釈] を選択し、[新規] を選択し、データソースとして 
[Snowflake] を選択します。
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注釈はイベントなので、イベントを説明するには、少なくとも 1 つの時間列と 1 つの列が必要です。

次のコード例は、失敗したすべてのログインにSnowflakeに注釈を付けるクエリを示しています。

SELECT 
  EVENT_TIMESTAMP as time, 
  EVENT_TYPE, 
  CLIENT_IP
FROM ACCOUNT_USAGE.LOGIN_HISTORY
WHERE $__timeFilter(time) AND IS_SUCCESS!='YES'
ORDER BY time ASC;

および

• 時間:TIME
• タイトル:EVENT_TYPE
• テキスト:CLIENT_IP

これにより、失敗したすべてのログインの注釈がダッシュボードパネルにSnowflakeにオーバーレイされ
ます。

その他の機能

「表示名」フィールドを使用する

このプラグインは、オプションパネルの「フィールド」タブの「表示名」フィールドを使用して、名前、
ラベル、または値に基づいてレジェンドキーを短縮または変更します。alias他のデータソースではカス
タム機能を使用して凡例キーを変更しますが、表示名関数の方が一貫性があります。

データソースへのアクセス許可

データソース設定ページの [権限] タブを選択してデータソース権限を有効にして、Snowflakeへのアクセ
スを制限します。権限ページで、管理者は権限を有効にし、クエリ権限を特定のユーザーとチームに制限
できます。

Snowflakeの請求データおよび使用状況データを把握する

Snowflakeデータソース内で、請求および使用状況に関する有用な情報を表示する請求および使用状況
ダッシュボードをインポートできます。

Snowflake データソース設定ページにダッシュボードを追加します。

このダッシュボードは ACCOUNT_USAGE データベースを使用しており、クエリ担当者には 
ACCOUNTADMIN ロールが必要です。これを安全に行うには、ACCOUNTADMIN ロールを持つユーザー
がいる新しい Grafana データソースを作成します。次に、変数でそのデータソースを選択します。

Splunk
構成

データソースの設定

データソースを設定するときは、URL フィールドが設定した Splunk ポートを使用して指していることを
確認してください。httpsデフォルトの Splunk API ポイントは 8000 ではなく 8089 です（これはデフォ
ルトのウェブ UI ポートです）。基本認証を有効にし、Splunk のユーザー名とパスワードを指定します。
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ブラウザ (ダイレクト) アクセスモードと CORS

Amazon マネージド Grafana は、Splunk データソースへのブラウザ直接アクセスをサポートしていませ
ん。

詳細オプション

ストリームモード

検索結果が表示されたらすぐに表示したい場合は、ストリームモードを有効にしてください。これは実験
的な機能なので、本当に必要になるまで有効にしないでください。

投票結果

検索を実行し、定期的に結果を確認します。内部的には、exec_modeこのオプションはに設定し
てsearch/jobs API 呼び出しを実行しますnormal。この場合、API リクエストはジョブ SID を返
し、Grafana はジョブの結果を得るためにジョブのステータスを時々チェックします。このオプション
は、クエリが遅い場合に役立つ場合があります。デフォルトでは、このオプションは無効になってお
り、Grafana は同じ APIexec_modeoneshot 呼び出しで検索結果を返すことができるように設定されて
います。search/jobsAPI エンドポイントの詳細については、Splunk ドキュメントをご覧ください。

検索のポーリング間隔

このオプションでは、Amazon マネージド Grafana が Splunk の検索結果についてポーリングする頻度を
調整できます。[min, max) の間隔からランダムに選択した次のポーリングの時間。大量の検索を行う場合
は、これらの値を増やすのが理にかなっています。ヒント:検索ジョブの実行に時間がかかる場合は Min
を、parallel 検索をたくさん実行する (Grafana ダッシュボードの Splunk メトリクスをたくさん実行する) 
場合は Max を増やしてください。デフォルトは [500, 3000) ミリ秒の間隔です。

自動キャンセル

指定した場合、ジョブはこの数秒間操作がないと自動的にキャンセルされます (0 は自動キャンセルされな
いことを意味します)。デフォルトは 30 です。

ステータスバケット

生成するステータスバケットが最も多い。0 はタイムライン情報を生成しないことを示します。デフォル
トは 300 です。

フィールド検索モード

ビジュアルクエリエディタを使用すると、データソースは選択したソースタイプで使用可能なフィールド
のリストを取得しようとします。

• quick-プレビューで最初に表示された結果を使用
• フル-ジョブの終了を待って、完全な結果を取得します。

既定の最も早い時間

検索によっては、ダッシュボードの時間範囲を使用できない場合があります (テンプレート変数クエ
リなど)。このオプションは、Splunkの速度を低下させる可能性のある検索を常時防ぐのに役立ちま
す。[+|-]<time_integer><time_unit>構文は整数と時間単位です。例: -1w。時間単位は指定できま
すs, m, h, d, w, mon, q, y。

変数検索モード

テンプレート変数クエリの検索モード。使用できる値:

• fast-イベント検索ではフィールド検出がオフになっています。統計検索用のイベントデータやフィール
ドデータはありません。
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• smart-イベント検索用のフィールドディスカバリー機能を搭載。統計検索用のイベントデータやフィー
ルドデータはありません。

• verbose-すべてのイベントおよびフィールドデータ。

使用方法

クエリエディタ

エディタモード

クエリエディターは、未処理モードとビジュアルモードの 2 つのモードをサポートしています。これらの
モードを切り替えるには、エディターの右側にあるハンバーガーアイコンを選択し、[エディターモードの
切り替え] を選択します。

raw モード

timechartコマンドを使用して、次のコード例に示されているように、コマンドを使用します。

index=os sourcetype=cpu | timechart span=1m avg(pctSystem) as system, avg(pctUser) as user, 
 avg(pctIowait) as iowait
index=os sourcetype=ps | timechart span=1m limit=5 useother=false avg(cpu_load_percent) by 
 process_name

次の例が示すように、クエリはテンプレート変数をサポートしています。

sourcetype=cpu | timechart span=1m avg($cpu)

Grafana は時系列指向のアプリケーションであり、検索では時系列データ (タイムスタンプと値) または単
一の値が返される必要があることに注意してください。timechart コマンドについての説明や、その他の検
索例については、Splunk の公式検索リファレンスをご覧ください。

Splunk の指標とmstats

Splunk 7.x には、mstatsメトリクスを分析するためのコマンドが用意されています。チャートを正常に動
作させるにはmstats、timeseriesprestats=tコマンドと組み合わせてオプションを設定する必要があ
ります。

Deprecated syntax:
| mstats prestats=t avg(_value) AS Value WHERE index="collectd" 
 metric_name="disk.disk_ops.read" OR metric_name="disk.disk_ops.write" by metric_name 
 span=1m
| timechart avg(_value) span=1m by metric_name

Actual:
| mstats prestats=t avg(disk.disk_ops.read) avg(disk.disk_ops.write) WHERE index="collectd" 
 by metric_name span=1m
| timechart avg(disk.disk_ops.read) avg(disk.disk_ops.write) span=1m

mstatsコマンドの詳細については、Splunk Search リファレンスをご覧ください。

形式

時系列 (デフォルト) とテーブルの 2 つの結果フォーマットモードがサポートされています。テーブルモー
ドは、集計データを表示する場合にテーブルパネルで使用するのに適しています。これは、未処理のイベ
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ント（選択したすべてのフィールドを返す）statsと検索機能で動作し、テーブルのようなデータを返し
ます。例:

index="os" sourcetype="vmstat" | fields host, memUsedMB
index="os" sourcetype="ps" | stats avg(PercentProcessorTime) as "CPU time", 
 latest(process_name) as "Process", avg(UsedBytes) as "Memory" by PID

結果は Splunk UI の [統計情報] タブと同様です。

stats関数の使用方法の詳細については、Splunk Search リファレンスをご覧ください。

ビジュアルモード

step-by-stepこのモードでは検索を作成できます。timechartこのモードではSplunk 検索が作成されるこ
とに注意してください。インデックス、ソースタイプ、指標を選択し、必要に応じてフィールド別に分割
するように設定するだけです。

メトリクス

指標行の右側にあるプラスボタンを選択すると、複数の指標を検索に追加できます。指標エディター
には頻繁に使用される集計のリストが含まれていますが、ここでは他の関数も指定できます。agg 
segment（avgデフォルト）を選択し、必要なものを入力するだけです。ドロップダウンリストから目的
のフィールドを選択 (または入力) し、必要に応じてエイリアスを設定します。

分割方法および場所

[フィールドで分割] を設定して [時系列モード] を使用すると、Where エディタが使用可能になります。
[+] を選択し、[演算子]、[集計]、[値] を選択します。たとえば、[avg が上位 10 位以内] などです。この 
WHERE 句は Split by の一部であることに注意してください。詳細はタイムチャートのドキュメントをご
覧ください。

オプション

デフォルトのタイムチャートオプションを変更するには、最後の行で [オプション] を選択します。

これらのオプションの詳細については、タイムチャートのドキュメントをご覧ください。

レンダリングされた Splunk 検索

左側のターゲット文字を選択すると、エディターが折りたたまれ、レンダリングされた Splunk 検索が表
示されます。

注釈

Splunkのアラートやイベントをグラフに表示したい場合は、注釈を使用してください。アノテーションに
は、定義済みの Splunk アラートと通常の Splunk 検索のどちらでもかまいません。

Splunk アラート

アラート名を指定するか、フィールドを空白のままにすると、発生したすべてのアラートが表示されま
す。テンプレート変数がサポートされています。

Splunk 検索

次の例が示すように、必要なイベントを取得できます。

index=os sourcetype=iostat | where total_ops > 400
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index=os sourcetype=iostat | where total_ops > $io_threshold

テンプレート変数がサポートされています。

フィールド値を注釈テキストとして使用する場合は、「イベントフィールドをテキストにする」オプショ
ンが適しています。次の例は、ログからのエラーメッセージテキストを示しています。

Event field as text: _raw
Regex: WirelessRadioManagerd\[\d*\]: (.*)

正規表現では、メッセージの一部を抽出できます。

テンプレート変数

テンプレート変数機能は、statsたとえばコマンドで値のリストを返すSplunk クエリをサポートします。

index=os sourcetype="iostat" | stats values(Device)

このクエリは、Deviceiostatソースからのフィールド値のリストを返します。次に、これらのデバイス
名を時系列クエリや注釈に使用できます。

Grafana で使用できる変数クエリには 2 つのタイプがあります。1 つ目は (前述の) 単純なクエリで、値の
リストを返します。2 つ目のタイプは、キー/値変数を作成できるクエリです。クエリは、_textとという
名前の列を 2 つ返す必要があります_value。_text列の値は一意でなければなりません (一意でない場合
は、最初の値が使用されます)。ドロップダウンリストのオプションにはテキストと値が表示されるので、
わかりやすい名前をテキストとして、ID を値として使用できます。

たとえば、この検索では、列Name (Docker コンテナ名) とId (コンテナ ID) を含むテーブルが返されま
す。

source=docker_inspect | stats count latest(Name) as Name by Id | table Name, Id

コンテナ名を変数の表示値として使用し、id を実際の値として使用するには、次の例のようにクエリを変
更する必要があります。

source=docker_inspect | stats count latest(Name) as Name by Id | table Name, Id | rename 
 Name as "_text", Id as "_value"

複数値変数

クエリでは複数値の変数を使用することができます。補間検索は、変数の使用状況によって異なります。
プラグインがサポートするコンテキストは多数あります。$containerfoo選択した値を含む変数があ
り、bar次のものがあると仮定します。

• searchコマンド用の基本フィルター

source=docker_stats $container
=>
source=docker_stats (foo OR bar)

• フィールド値フィルター
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source=docker_stats container_name=$container
=>
source=docker_stats (container_name=foo OR container_name=bar)

• INin()演算子と関数を含むフィールド値フィルター

source=docker_stats container_name IN ($container)
=>
source=docker_stats container_name IN (foo, bar)

source=docker_stats | where container_name in($container)
=>
source=docker_stats | where container_name in(foo, bar)

複数値の変数と引用符

変数が二重引用符または一重引用符で囲まれた場合、次の例のようにその値も引用符で囲まれます。

source=docker_stats container_name="$container"
=>
source=docker_stats (container_name="foo" OR container_name="bar")

source=docker_stats container_name='$container'
=>
source=docker_stats (container_name='foo' OR container_name='bar')

Splunk インフラストラクチャモニタリング (旧称 SignalFX)
Splunk インフラストラクチャモニタリング (旧 SignalFx) をサポートします。

データソースの追加

1. Amazon マネージド Grafana ワークスペースで Grafana コンソールを開き、ログインしていることを
確認します。

2. サイドメニューの「設定」(歯車アイコン) で、「データソース」を選択します。
3. [Add data source] (データソースを追加する) を選択する。

Note

サイドメニューに [データソース] リンクが表示されない場合は、Admin現在のユーザーにそ
のロールがないことを意味します。

4. データソースのリストから Splunk インフラストラクチャ監視を選択します。
5. 次の情報を入力します。

• 「アクセストークン」には、 SignalFx アカウントで生成されたトークンを入力します。詳細につい
ては、「認証トークン」を参照してください。

• レルム組織をホストする自己完結型のデプロイメント。レルム名は、 SignalFx ユーザーインター
フェイスにサインインすると、プロファイルページで確認できます。

クエリエディタの使用
SignalFlowクエリエディタはプログラム/クエリを受け入れます。
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ラベルの場合、Signalflowpublish(label = 'foo') ラベルがメタデータとして結果に適用されま
す。「label」: "foo」

クエリタイプのテンプレート変数には、クエリフィールドはありません。代わりに、次のいずれかのクエ
リタイプを選択します。

• ディメンション
• メトリクス
• タグ

アドホックフィルターがサポートされているため、ディメンションを使用したグローバルフィルターが可
能です。

Grafana アノテーションがサポートされています。注釈を作成するときは、 SignalFlowアラートまたはイ
ベントクエリを使用してください。

ディテクタのアラートを受け取る例:

alerts(detector_name='Deployment').publish();

タイプ別のカスタムイベントの取得例:

events(eventType='simulated').publish();

ウェーブフロント (ウェーブフロントによる VMware Tanzu オブ
ザーバビリティ)
Wavefront (VMware Tanzu Observability by Wavefront) データソースにより、Amazon マネージド Grafana 
ユーザーは Wavefront から直接収集しているデータをクエリして視覚化し、他のメトリクス、ログ、ト
レーシング、またはその他のデータソースと一緒に簡単に視覚化できます。この柔軟な単一ペイン表示に
より、システムヘルスの追跡や問題のデバッグが容易になります。

ウェーブフロントとは
Wavefrontは、VMwareが開発したクラウド監視および分析ツールです。Wavefront
は、CollectD、StatsD、JMX、Rubyのロガー、またはその他のツールから時系列（メトリック）データを
送信するクラウドホストサービスです。AWSWavefront を使用すると、ユーザーはこれらの系列に対して
数学演算を実行したり、グラフをレンダリングして異常を確認したり、KPI を追跡したり、アラートを作
成したりできます。

Wavefront と Grafana でテクノロジースタックを最大限に活用
Grafana と Wavefront は表面的には似ているように聞こえるかもしれませんが、多くの組織はオブザーバ
ビリティワークフローの重要な部分として Wavefront と Grafana の両方を使用しています。

データソースを移動せずに視覚化:Grafana のユニークなアーキテクチャは、データを移動して冗長なスト
レージや取り込みの料金を支払うのではなく、データが存在する場所で直接クエリを実行します。

さまざまなソースからパネルを作成事前構築済みのカスタムダッシュボードを使用すると、さまざまな
データソースからのデータを 1 つの画面にまとめることができます。

ユーザーレベルでの変換と計算:ユーザーはデータを変換し、表示されているデータに対してさまざまな計
算を実行できるため、データの準備が少なくて済みます。

パネル内での結合、計算、可視化:Waveferont や Prometheus や InfluxDB などの他のソースからの関連
データを表示する混合データソースパネルを作成します。
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ドキュメント

機能

• 時系列ビジュアライゼーション
• テーブル視覚化
• ヒートマップの可視化
• シングル・スタット・ビジュアライゼーション
• ガイド付きクエリエディタ
• 未加工 WQL クエリエディタ
• イベントデータのアノテーション
• テンプレート変数
• アドホックフィルター
• アラート

構成

Wavefront データソースの設定は比較的簡単です。設定を完了するために必要なフィールドは、API 
URLと 2 つだけですToken。

• API URLウェーブフロント環境へのアクセスに使用する URL になります。例えば、https://
myenvironment.wavefront.com などです。

• Tokenユーザーアカウントまたはサービスアカウントから生成する必要があります。

1. ユーザーアカウントベースのトークンを作成するには、Wavefront 環境にログインし、ページの右
上隅にある歯車を選択し、ユーザー名 (例:me@grafana.com) を選択し、ユーザーページの上部に
ある [API Access] タブを選択し、既存のキーをコピーするか、[生成] を選択します。

2. サービスアカウントベースのトークンを作成するには、Wavefront 環境にログインし、ページの右
上隅にある歯車を選択し、アカウント管理を選択します。左側のナビゲーションで、[アカウント、
グループ、ロール] を選択し、上部の [サービスアカウント] タブを選択し、[新しいアカウントを作
成] を選択します。サービスアカウントの名前を入力します。これは何でもかまいません。「トーク
ン」セクションで提供されているトークンをコピーします。

3. 最後のステップは、「権限」で「アカウント、グループ、ロール」チェックボックスがオンになっ
ていることを確認することです。

トークンを取得したら、Tokenそれを設定フィールドに追加すれば設定完了です！

最終的な構成ページは次のようになります。

使用方法

クエリエディタの使用

Wavefront クエリーエディターには、クエリービルダーと Raw クエリーの 2 つのモードがあります。これ
らを切り替えるには、クエリフォームの右上にあるセレクターを使用します。

クエリー・ビルダー・モードでは、以下の 4 つの選択肢が表示されます。

1. どの指標をクエリしたいですか?
2. その指標に対してどのような集計を行いたいですか?
3. そのメトリクスクエリの結果をどのようにフィルタリングしますか。
4. 結果に追加の関数を適用したいですか?
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指標セレクターは分類された階層です。カテゴリを選択し、もう一度選択してサブカテゴリを詳しく調べ
ます。目的の指標に達するまで、このプロセスを繰り返します。

指標を選択すると、使用可能なフィルターとフィルター値が自動的に入力されます。

Raw Query モードでは、Query というラベルの付いたフィールドが 1 つ表示されます。これにより、任意
の WQL (p. 245) クエリを実行できます。

フィルターの使用

Wavefront プラグインは、各メトリックの適切なフィルターを動的にクエリします。

フィルターを追加するには、Wavefront クエリエディターの [フィルター] ラベルの横にある [+] を選択
し、フィルターするフィールドを選択し、フィルターする値を選択します。

関数を使用する

関数を使用すると、指標の応答データを集計、操作、計算する別の方法が提供されます。使用可能な関数
を表示するには、クエリビルダーの関数ラベルの横にあるドロップダウンリストを選択します。選択し
た機能に応じて、フィールドごとのグループ設定やしきい値の適用など、さらにアクションを実行できま
す。ユーザーは複数の関数を連結させて、高度な計算やデータ操作を行うことができます。

クエリテンプレート変数の追加

1. ダッシュボード用の新しい Wavefront テンプレート変数を作成するには、ダッシュボードの右上にあ
る設定歯車を選択します。

2. 左側のパネルで、「変数」を選択します。
3. 「変数」ページの右上で、「新規」を選択します。
4. 作成するテンプレート変数の名前とラベルを入力します。名前は、クエリ内でテンプレート変数を参

照するために使用する値です。ラベルは、ダッシュボード選択パネルのテンプレート変数に表示する
わかりやすい名前です。

5. タイプフィールドの Query タイプを選択します (デフォルトで選択されているはずです)。
6. 「クエリオプション」見出しの下の「データソース」ドロップダウンリストで「Wavefront」を選択し

ます。
7. クエリフィールドに入力する内容の詳細については、「テンプレート変数のクエリ構造 (p. 243)」を

参照してください。
8. クエリから戻り値のいずれかを除外する場合は、正規表現入力フィールドに正規表現を入力します。
9. 「ソート」ドロップダウンリストでソートタイプを選択して、任意のソート設定を適用します。
10. 設定を確認したら、[追加] を選択してテンプレート変数を追加し、左側のナビゲーションパネルで 

[ダッシュボードを保存] を選択して変更を保存します。

テンプレート変数クエリ構造

メトリックリスト:メトリック:ts (...)

ソースリスト:ソース:ts (...)

ソースタグリスト:ソースタグ:ts (...)

一致するソースタグリスト: matchingSourceTags: ts (...)

タグ名リスト:タグ名:ts (...)

tagValues リスト:タグ値 (<tag>): ts (...)
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Notes (メモ)

• 各クエリタイプの末尾の s はオプションです。
• すべての小文字Support。タグ名またはタグ名は使用できますが、タグ名は使用できません。
• : の前後にスペースを使用することは任意です

警告

Multi-valueInclude All option現在 Wavefront プラグインではサポートされていません。

テンプレート変数の使用

新しいテンプレート変数を追加する手順を完了すると (p. 243)、ダッシュボードパネル内でテンプレート
変数を使用して動的なビジュアライゼーションを作成する準備が整いました。

1. ダッシュボードの右上隅にある panel+ アイコンを使用して、新しいダッシュボードパネルを追加しま
す。

2. クエリに使用するアグリゲートを選択します。
3. フィルターラベルの横にある「+」アイコンを選択し、テンプレート変数と一致するキータイプを選択

します。 host=たとえば、ホストフィルターの場合。
4. フィルターの値入力フィールドに、作成したテンプレート変数の名前を入力します。
5. ダッシュボードを保存します。

これで、テンプレート変数のさまざまな値を循環させて、パネルを動的に更新できるようになりました。

アドホックフィルターの使用

アドホックフィルターを使用するには、2 つのテンプレート変数を作成する必要があります。1つ目はヘル
パー変数で、これを使って指標を選択することで、その指標名にアドホックフィルターを設定することが
できます。もう1つは、実際のアドホックフィルター変数です。

Important

必要なヘルパー変数には名前を付ける必要がありますmetriclink。これは、使用するメトリッ
クのリストを含むカスタム変数でも、テンプレート変数クエリ構造を使用したクエリベースの変
数でもかまいません (p. 243)。アドホックフィルターフィールドに 1 つの指標の値のみを入力す
る場合は、metriclinkテンプレート変数を非表示にできます。

metriclink変数を作成したら、「クエリテンプレート変数の追加」で説明されているのと同じ手順に
従って、アドホックフィルターを追加できます (p. 243)。違いは、タイプとしてアドホックフィルターを
選択し、クエリには入力が不要なことです。

注釈の追加

1. ダッシュボードに新しい Wavefront 注釈を作成するには、ダッシュボードの右上にある設定歯車を選
択します。

2. 左側のパネルで [注釈] を選択します。
3. [注釈] ページの右上の [新規] を選択します。
4. 注釈の名前を入力します。これは、ダッシュボード上のトグルの名前として使用されます。
5. Wavefront のデータソースを選択します。
6. デフォルトでは、アノテーションで返されるアラートイベントは 100 個までに制限されています。こ

れを変更するには、Limit フィールドを目的の値に設定します。
7. [Add] (追加) を選択します。

244



Amazon Managed Grafana ユーザーガイド
バージョン 9 の Grafana を使用してください。

注釈を使用する

注釈をオンにすると、特定の期間に関連するアラートイベントと問題が表示されるはずです。

ビジュアライゼーションの注釈付きセクションの一番下で一時停止すると、アラート名と Wavefront のア
ラートへの直接リンクを示すポップアップウィンドウが表示されます。

「表示名」フィールドを使用する

このデータソースは、オプションパネルの「フィールド」タブの「表示名」フィールドを使用して、名
前、ラベル、または値に基づいて凡例キーを短縮または変更します。alias他のデータソースではカスタ
ム機能を使用して凡例キーを変更しますが、表示名関数の方が一貫性があります。

リファレンス:

• WQL (ウェーブフロントクエリ言語)

Grafana バージョン 9 での作業
このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

Grafana ワークスペースを作成するときに、どのバージョンの Grafana を使用するかのオプションがあり
ます。以下のトピックでは、バージョン 9 の Grafana を使用する Grafana ワークスペースの使用について
説明します。

トピック
• Grafana バージョン 9 のダッシュボード (p. 245)
• Grafana バージョン 9 のパネルとビジュアライゼーション (p. 289)
• Grafana バージョン 9 でさらに詳しく (p. 384)
• Grafana バージョン 9 のアラート (p. 394)

Grafana バージョン 9 のダッシュボード
このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

ダッシュボードは、1 つ以上のパネルで構成され (p. 289)、1 つ以上の行にまとめられたもので
す。Grafana にはさまざまなパネルが付属しているため、適切なクエリを簡単に作成したり、ビジュアラ
イゼーションをカスタマイズしたりして、ニーズに最適なダッシュボードを作成できます。各パネルは、
任意の構成からのデータを操作できますデータソース (p. 55)。

ダッシュボードのスナップショットは静的です。クエリと式はスナップショットから再実行できません。
そのため、クエリまたは式内の変数を更新しても、ダッシュボードのデータは変更されません。

トピック
• ダッシュボードの使用 (p. 246)
• ダッシュボードの作成 (p. 250)
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• ダッシュボードの管理 (p. 264)
• ダッシュボードとパネルの共有 (p. 266)
• プレイリストの管理 (p. 269)
• ダッシュボード変数の追加と管理 (p. 273)
• ダッシュボードの使用状況の評価 (p. 287)
• Grafana バージョン 9 でのダッシュボードの検索 (p. 288)

ダッシュボードの使用

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

このトピックでは、ダッシュボードの機能とショートカットの概要を説明し、ダッシュボード検索の使用
方法について説明します。

機能

ダッシュボードを使用して、次の方法でデータの表示をカスタマイズできます。

機能 説明

1. ホーム Grafana のホームアイコンをクリックする
と、Grafana インスタンスに設定されているホー
ムページにリダイレクトされます。

2。[Title] (タイトル) ダッシュボードのタイトルをクリックすると、現
在のフォルダーに含まれるダッシュボードを検索
できます。

3。ダッシュボードの共有 このオプションを使用して、現在のダッシュボー
ドをリンクまたはスナップショットで共有しま
す。[Admin] モーダルからダッシュボード定義をエ
クスポートすることもできます。

4。新しいパネルを追加する このオプションを使用して、パネル、ダッシュ
ボード行、またはライブラリパネルを現在のダッ
シュボードに追加します。

5。ダッシュボード設定 このオプションを使用して、ダッシュボード名、
フォルダー、タグを変更し、変数と注釈クエリを
管理します。ダッシュボード設定の詳細について
は、「」を参照してくださいダッシュボード設定
の変更 (p. 252)。

6。タイムピッカードロップダウン クリックして相対時間範囲オプションを選択し、
カスタムの絶対時間範囲を設定します。

• 「時間設定の変更」ボタンをクリックする
と、時間範囲コントロールからタイムゾーンと
会計年度の設定を変更できます。

• 時間設定はダッシュボードごとに保存されま
す。
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機能 説明

7。ズームアウト時間範囲 クリックすると、時間範囲がズームアウトされま
す。時間範囲コントロールの使用方法の詳細につ
いては、「」を参照してくださいダッシュボード
で時間範囲を設定する (p. 248)。

8。ダッシュボードの更新 クリックすると、すぐにクエリがトリガーされ、
ダッシュボードデータが更新されます。

9。ダッシュボードの更新間隔 ダッシュボードauto 更新間隔をクリックして選択
します。

10。ビューモード クリックすると、ダッシュボードがテレビやキオ
スクなどの大画面に表示されます。表示モードで
は、ナビゲーションメニューなどの無関係な情報
が非表示になります。

11。ダッシュボードパネル ダッシュボードの主な構成要素はパネルです。新
しいパネル、ダッシュボード行、またはライブラ
リパネルを追加するには、「パネルを追加」をク
リックします。

• ライブラリパネルは多くのダッシュボードで共
有できます。

• パネルを移動するには、パネルヘッダーを別の
場所にドラッグします。

• パネルのサイズを変更するには、パネルの右下
をドラッグします。

12。グラフの凡例 シリーズの色、Y 軸、シリーズの表示/非表示を凡
例から直接変更できます。

13。ダッシュボード検索 [検索] をクリックして、名前またはパネルタイトル
でダッシュボードを検索します。

14。ダッシュボード行 ダッシュボード行は、パネルをグループ化する
ダッシュボード内の論理的な仕切りです。

• 行を折りたたんだり展開したりして、ダッシュ
ボードの一部を非表示にすることができます。

• 折りたたまれた行内のパネルはクエリを実行し
ません。

• 繰り返し行を使用して、テンプレート変数に基
づいて行を動的に作成します。

キーボードショートカット

Grafana には多数のキーボードショートカットが用意されています。使用可能なすべてのキーボード
ショートカットを表示するには、? を押します。 またはキーボードの h。

• Ctrl+S現在のダッシュボードを保存します。
• fダッシュボードファインダー/検索を開きます。
• d+kキオスクモードを切り替えます (メニューを非表示にします)。
• d+e全行を展開します。
• d+sダッシュボード設定を開きます。
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• Ctrl+Kコマンドパレットを開きます。
• Esc全画面表示または編集モードのときにパネルを終了します。また、ダッシュボード設定からダッ

シュボードに戻ります。

フォーカスパネル

特定のパネルを対象とするショートカットを使用するには、ポインターをパネル上に置きます。

• eパネル編集ビューを切り替えます
• vパネルを全画面表示に切り替えます
• psパネル共有機能を開く
• pd複製パネル
• prパネルを削除します
• plパネルレジェンドを切り替えます

ダッシュボードで時間範囲を設定する

Grafana には、ダッシュボード、パネル、アラートなど、視覚化されるデータの時間範囲を管理する方法
がいくつか用意されています。

このセクションでは、サポートされている時間単位と相対範囲、一般的な時間制御、ダッシュボード全体
の時間設定、およびパネル固有の時間設定について説明します。

時間単位と相対範囲

Grafana は次の時間単位をサポートしています:s (seconds)m (minutes)h (hours)、d (days)、w 
(weeks)M (months)、Q (quarters)、、y (years)、

マイナス演算子を使用すると、現在を基準にして時間をさかのぼることができます。単位の全期間 (日、
週、または月) を表示する場合は、末尾に追加します/<time unit>。会計期間、使用単位fQ (fiscal 
quarter)、fy (fiscal year)時間単位を表示するには。

プラス演算子を使用すると、現在を基準にして時間を進めることができます。たとえば、この機能を使用
してfuture 予測データを調べることができます。

次の表は、相対範囲の例です。

相対範囲の例 From To

最後の 5 分 now-5m now

これまでの日 now/d now

今週 now/w now/w

今週のこれまでのところ now/w now

今月 now/M now/M

今月のこれまでのところ now/M now

前月 now-1M/M now-1M/M

今年これまでのところ now/Y now

今年 now/Y now/Y
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相対範囲の例 From To

前会計年度 now-1y/fy now-1y/fy

Note

Grafana Alerting は、future タイムスタンプや nnow-1n/n のタイムスタンプの開始から nnow+n
のタイムスタンプの終了までサポートしていません。

一般的な時間範囲コントロール

ダッシュボードとパネルのタイムコントロールには共通のユーザーインターフェイスがあります。以下
に、一般的な時間範囲コントロールについて説明します。

• 現在の時間範囲 (タイムピッカーとも呼ばれます) には、表示中のダッシュボードまたはパネルに現在表
示されている時間範囲が表示されます。フィールドの上にカーソルを置くと、範囲内の正確なタイムス
タンプとそのソース (ローカルブラウザなど) が表示されます。現在の時間範囲をクリックして変更しま
す。過去 15 分間のような相対的な時間範囲または絶対的な時間範囲（例：）を使用して、現在の時刻
を変更できます2020-05-15 23:59:59。2020-05-14 00:00:00

• 相対時間範囲は、相対時間範囲リストから選択できます。上部の入力フィールドを使用してリストを
フィルタリングできます。時間範囲の例としては、過去 30 分、過去 12 時間、過去 7 日間、過去 2 年
間、昨日、昨日の前日、先週のこの日、これまでの今週、これまでの今月などがあります。

• 絶対時間範囲は 2 つの方法で設定できます。1 つは、[開始] フィールドと [終了日] フィールドに正確な
時間値または相対時間値を入力して [時間範囲を適用] をクリックする方法です。もう 1 つは、[開始] ま
たは [終了] フィールドをクリックしたときに表示されるカレンダーから日付または日付範囲をクリック
する方法です。選択内容を適用するには、[時間範囲を適用] をクリックします。

その他の時間範囲機能

1. ズームアウトするには、Cmd+Z または Ctrl+Z をクリックします。 アイコンをクリックすると、ダッ
シュボードまたはパネルのビジュアライゼーションに広い時間範囲が表示されます。

2. ズームイン機能を使用するには、表示したいビジュアライゼーション内の時間範囲をクリックしてド
ラッグして選択します。

Note

ズームインは、グラフの視覚化にのみ適用されます。

ダッシュボードを更新

ダッシュボードの更新アイコンをクリックすると、ダッシュボードのすべてのクエリがすぐに実行され、
ビジュアライゼーションが更新されます。更新をトリガーすると、Grafana は保留中のリクエストをすべ
てキャンセルします。

デフォルトでは、Grafana はダッシュボードを自動的に更新しません。クエリは、パネルの設定に従って
独自のスケジュールで実行されます。ただし、ダッシュボードを定期的に更新する場合は、[ダッシュボー
ドの更新] アイコンの横にある下向き矢印をクリックし、更新間隔を選択します。

URL を使用して時間範囲を制御する

ダッシュボード URL に次のクエリパラメータを指定することで、ダッシュボードの時間範囲を制御できま
す。

• fromミリ秒エポックまたは相対時間で指定された時間範囲の下限を定義します (p. 248)。
• toミリ秒エポックまたは相対時間で指定された時間範囲の上限を定義します。

249



Amazon Managed Grafana ユーザーガイド
ダッシュボード

• timetime.windowtime-time.window/2からまでの時間範囲を定義しますtime
+time.window/2。どちらのパラメータも ms 単位で指定する必要があります。たとえば、?
time=1500000000000&time.window=10000 1499999995000から1500000005000までの10秒の時間
範囲の結果になります。

ダッシュボードの作成

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

Grafana ワークスペースを作成してサインインすると、ダッシュボードを作成し、ニーズに合わせて設定
を変更できます。

トピック
• ダッシュボードを作成する。 (p. 250)
• ダッシュボード設定の変更 (p. 252)
• ダッシュボード URL 変数 (p. 254)
• ダッシュボードにライブラリパネルを追加する (p. 255)
• ダッシュボードのバージョン履歴の管理 (p. 256)
• ダッシュボードのリンクの管理 (p. 257)
• ダッシュボード JSON モデル (p. 260)

ダッシュボードを作成する。

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

ダッシュボードの作成

ダッシュボードとパネルでは、Grafana を使用してデータを視覚的に表示できます。ビジュアライゼー
ションを表示するには、各パネルに少なくとも 1 つのクエリが必要です。開始する前に、以下の前提条件
を満たしてください。

• 適切な権限があることを確認します。権限の詳細については、ユーザー、チーム、権限 (p. 43) をご
参照ください。

• パネルを追加するダッシュボードを指定します。
• ターゲットデータソースのクエリ言語を理解してください。
• クエリを記述するデータソースが追加されていることを確認します。

ダッシュボードを作成するには

1. Grafana にサインインし、[ダッシュボード] にカーソルを置いて、[+ 新規ダッシュボード] をクリック
します。

2. [新しいパネルを追加] をクリックします。
3. [クエリ] タブの 1 行目で、ドロップダウンリストをクリックし、データソースを選択します。
4. データソースのクエリ言語でクエリを記述または作成します。
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5. ビジュアライゼーションリストで、ビジュアライゼーションタイプを選択します。Grafana は、ビジュ
アライゼーションが適用されたクエリ結果のプレビューを表示します。詳細については、「ビジュアラ
イゼーションオプション (p. 336)」を参照してください。

6. パネルは、次の方法で調整します。
• バリューマッピングの設定 (p. 328)
• ビジュアライゼーション固有のオプション (p. 336)
• フィールド値の上書き (p. 325)
• しきい値の設定 (p. 321)
• 標準オプションを設定 (p. 293)

Note

ほとんどのビジュアライゼーションでは、必要な情報を正しく表示するには調整が必要で
す。

7. ビジュアライゼーションを説明するメモを追加し (または変更を説明する)、ページの右上隅にある [保
存] をクリックします。

Note

メモは、ダッシュボードを以前のバージョンに戻す必要がある場合に役立ちます。

繰り返し行の設定

変数の値に基づいてパネルまたは行をダッシュボードに動的に追加するように Grafana を設定できます。
変数は、ダッシュボードのすべての行のクエリを動的に変更します。リピートパネルの詳細については、
「リピートパネルの設定」を参照してください。

Multi-valueInclude all values変数を設定または選択している場合は、行を繰り返すこともできま
す。

開始する前に、クエリに複数値の変数が含まれていることを確認してから、次の手順を完了する必要があ
ります。

1. ダッシュボードのホームページで、[パネルを追加] をクリックします。
2. [パネルを追加] ダイアログボックスで、[新しい行を追加] をクリックします。
3. 行のタイトルにカーソルを合わせ、歯車アイコンをクリックします。
4. 行オプションダイアログボックスで、タイトルを追加し、繰り返し行を追加する変数を選択します。

Note

ダッシュボードユーザーにコンテキストを提供するには、変数を行タイトルに追加します。

パネルを移動するには

1. ダッシュボードを開きます。

1. パネルタイトルをクリックし、パネルを新しい場所にドラッグします。パネルはダッシュボードの任意
の場所に配置できます。

パネルのサイズを変更するには

1. ダッシュボードを開きます。
2. パネルのサイズを調整する場合は、パネルの右下をクリックしてドラッグします。ダッシュボードパネ

ルはニーズに合わせてサイズ調整できます。
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ダッシュボード設定の変更

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

ダッシュボード設定ページでは、次のことができます。

• 時間設定を含む一般的なダッシュボードプロパティを編集します。
• 注釈クエリを追加します。
• ダッシュボード変数を追加します。
• リンクを追加します。
• ダッシュボードの JSON モデルを表示する

ダッシュボード設定ページにアクセスするには:

1. ダッシュボードを編集モードで開きます。
2. ページ上部にある [ダッシュボード設定]（歯車アイコン）をクリックします。

ダッシュボードの時間設定の変更

ダッシュボードのタイムゾーンやブラウザのローカル時間を変更したり、自動更新の時間間隔を指定した
りする場合は、ダッシュボードの時間設定を調整します。

ダッシュボードの時間設定を変更するには

1. ダッシュボード設定ページで、「一般」を選択します。
2. 「時間オプション」セクションに移動します。
3. 次の説明に従って時間を設定します。
4. [タイムゾーン] は、監視しているサービスまたはシステムのローカルタイムゾーンを指定します。こ

れは、複数のタイムゾーンで動作するシステムまたはサービスを監視する場合に役立ちます。

• Grafana は、ユーザープロファイル、チーム、または組織にデフォルトで選択されているタイム
ゾーンを使用します。ユーザープロファイル、ユーザーが所属するチーム、または組織にタイム
ゾーンが指定されていない場合、Grafana はローカルブラウザ時間を使用します。

• 閲覧ユーザーのブラウザに設定されているタイムゾーン、つまりローカルブラウザの時間が使用さ
れます。これは通常、コンピューターに設定されているのと同じタイムゾーンです。

• UTC を含む標準の ISO 8601 タイムゾーンを使用してください。

• 自動更新は相対時間について表示されるオプションをカスタマイズし、自動更新オプションエントリは
カンマで区切られ、任意の有効な時間単位を使用できます。

• 現在、now遅延は時間遅延を入力することで時間よりも優先されます。このオプションを使用すると、
データ集計の既知の遅延に対応して NULL 値を回避できます。

• タイムピッカーを非表示にすると、Grafana タイムピッカーの表示が削除されます。

注釈クエリの追加

注釈クエリは、イベントをクエリするクエリです。これらのイベントは、ダッシュボード全体のグラフに
縦線として視覚化できます。小さなアイコンにカーソルを合わせると、イベント情報が表示されます。
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注釈クエリを追加するには

1. ダッシュボード設定ページで、「注釈」を選択します。
2. [注釈クエリを追加] を選択します。
3. 名前を入力して、データソースを選択します。
4. フォームの残りの部分を記入して、クエリと注釈を作成します。

クエリエディタのUIは、選択したデータソースに基づいて変わります。クエリの作成方法の詳細について
は、データソースのドキュメントを参照してください (p. 55)。

変数を追加する

変数を使用すると、よりインタラクティブで動的なダッシュボードを作成できます。メトリッククエリに
サーバー、アプリケーション、センサー名などをハードコーディングする代わりに、変数を代わりに使用
できます。変数は、ダッシュボード上部にドロップダウンリストとして表示されます。これらのドロップ
ダウンにより、ダッシュボードに表示されるデータを簡単に変更できます。

変数の詳細については、「変数 (p. 273)」を参照してください。

1. ダッシュボード設定ページで、左側のセクションメニューの「変数」をクリックし、次に「変数を追
加」ボタンをクリックします。

2. 「一般」セクションには、変数の名前が表示されます。これは、後でクエリで使用する名前です。
3. 変数タイプを選択します。

Note

選択する変数タイプは、ページに入力するフィールドに影響します。
4. 変数を定義し、[更新] をクリックします。

リンクの追加

ダッシュボードリンクを使用すると、他のダッシュボードや Web サイトへのリンクをダッシュボード
ヘッダーのすぐ下に配置できます。リンクを使用すると、関連する他のダッシュボードやコンテンツに簡
単に移動できます。

1. ダッシュボード設定ページで、左側のセクションメニューの [リンク] をクリックし、次に [リンクを追
加] ボタンをクリックします。

2. タイトルを入力し、[タイプ] フィールドで [ダッシュボード] または [リンク] を選択します。
3. ダッシュボードリンクを追加するには、オプションのタグを追加し、ダッシュボードリンクの [オプ

ション] のいずれかを選択して、[適用] をクリックします。
Note

タグは、すべて特定のタグが付いたダッシュボードの動的なドロップダウンを作成するのに便
利です。

4. リンクを追加するには、ユーザーがリンクにカーソルを合わせたときに表示される URL とツールチッ
プテキストを追加し、リンクの横に表示されるアイコンを選択し、ダッシュボードのリンクオプション
のいずれかを選択します。

ダッシュボード JSON モデルを表示

Grafana のダッシュボードは、ダッシュボードのメタデータを格納する JSON オブジェクトで表されま
す。ダッシュボードメタデータには、ダッシュボードのプロパティ、パネルのメタデータ、テンプレート
変数、パネルクエリなどが含まれます。

ダッシュボード JSON モデルを表示するには、ダッシュボード設定ページで JSON をクリックします。
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JSON フィールドの詳細については、JSON フィールドを参照してください (p. 260)。

ダッシュボード URL 変数

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

Grafana は、クエリパラメータとして渡された変数値をダッシュボード URL に適用できます。詳細につい
ては、「ダッシュボードリンクの管理 (p. 257)」と「テンプレートと変数 (p. 273)」を参照してくださ
い。

変数をクエリパラメータとして渡す

Grafana は、プレフィックスが付けられたクエリ文字列パラメーターを、var-指定されたダッシュボード
の変数として解釈します。

例えば、次の URL の場合:

https://${your-domain}/path/to/your/dashboard?var-example=value

var-example=valueクエリパラメータは、値がのダッシュボード変数の例を表しますvalue。

変数に複数の値を渡す

複数の値を渡すには、変数パラメータを値ごとに 1 回繰り返します。

https://${your-domain}/path/to/your/dashboard?var-example=value1&var-example=value2

Grafana は、value1と 2var-example=value1&var-example=value2value2 つの値を持つダッシュ
ボード変数の例として解釈します。

ダッシュボードリンクへの変数の追加

Grafana では、ダッシュボードの設定から生成した変数をダッシュボードリンクに追加できます。変数を
追加する詳細と手順については、「ダッシュボードリンクの管理 (p. 257)」を参照してください。

アドホックフィルターの受け渡し

アドホックフィルターは、指定されたデータソースを使用するすべてのメトリッククエリにキーまたは値
フィルターを適用します。詳細については、「アドホックフィルター」を参照してください。

アドホックフィルターをクエリパラメーターとして渡すには、変数構文を使用してアドホックフィルター
変数を渡し、キー、演算子を値、値をパイプで区切ったリストとして指定します。

例えば、次の URL の場合:

https://${your-domain}/path/to/your/dashboard?var-adhoc=example_key|=|
example_value

var-adhoc=key|=|valueクエリパラメータは、example_keyキー、=演算子、example_valueおよび
値を使用して、アドホックダッシュボード変数として設定されたアドホックフィルターを適用します。

Note

アドホックフィルターで URL を共有する場合は、必ず URL をエンコードしてください。上記の
例では、(|)パイプをに、(=)等式演算子をに置き換えます %3D。%7C
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URL を使用して時間範囲を制御する

ダッシュボードの時間範囲を設定するには、、fromtotime、time.windowおよびクエリパラメータを使
用します。これらは変数ではないため、var-プレフィックスは必要ありません。

ダッシュボードにライブラリパネルを追加する

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

ライブラリパネルは、どのダッシュボードでも使用できる再利用可能なパネルです。ライブラリパネルを
変更すると、その変更はそのパネルが使用されているすべてのインスタンスに反映されます。ライブラリ
パネルは、複数のダッシュボードにわたるパネルの再利用を効率化します。

ライブラリパネルは、保存したダッシュボードと一緒にフォルダーに保存できます。

ライブラリパネルの作成

ライブラリパネルを作成すると、ソースダッシュボードのパネルもライブラリパネルに変換されます。パ
ネルを変換したら、元のダッシュボードを保存する必要があります。

1. パネルを編集モードで開きます。
2. パネル表示オプションで、下向き矢印オプションをクリックしてビジュアライゼーションを変更しま

す。
3. [作成] ダイアログボックスを開くには、[ライブラリパネル] オプションをクリックし、[ライブラリパネ

ルの作成] をクリックします。
4. 「ライブラリ」パネル名に、名前を入力します。
5. 「フォルダーに保存」で、ライブラリパネルを保存するフォルダーを選択します。
6. 変更を保存するには、「ライブラリパネルを作成」をクリックします。
7. ダッシュボードを保存するには、[保存] をクリックします。

ライブラリパネルを作成したら、表示されている任意のダッシュボードを使用してパネルを変更できま
す。変更を保存すると、ライブラリパネルのすべてのインスタンスにこれらの変更が反映されます。

ライブラリパネルをダッシュボードに追加する

他のダッシュボードユーザーに視覚化を提供したい場合は、Grafana ライブラリパネルをダッシュボード
に追加します。

1. 左側のメニューの [ダッシュボード] オプションにカーソルを合わせ、ドロップダウンオプションから 
[新しいダッシュボード] を選択します。[パネルを追加] ダイアログボックスが開きます。

2. パネルライブラリから [パネルを追加] オプションをクリックします。ライブラリパネルのリストが表示
されます。

3. リストをフィルタリングするか、追加するパネルを検索します。
4. パネルをクリックしてダッシュボードに追加します。

ライブラリパネルのリンク解除

パネルに変更を加え、ライブラリパネルの他のインスタンスに影響を与えないようにするには、ライブラ
リパネルのリンクを解除します。

1. 左側のメニューの [ダッシュボード] にカーソルを合わせ、[ライブラリパネル] をクリックします。
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2. さまざまなダッシュボードで使用されているライブラリパネルを選択します。
3. リンクを解除するパネルを選択します。
4. パネルのタイトルをクリックし、[編集] をクリックします。パネルが編集モードで開きます。
5. ページの右上隅にある [リンク解除] オプションをクリックします。

ライブラリパネルのリストを表示する

パネルに変更を加え、ライブラリパネルの他のインスタンスに影響を与えないようにするには、ライブラ
リパネルのリンクを解除します。

1. 左側のメニューの [ダッシュボード] オプションにカーソルを合わせ、[ライブラリパネル] をクリックし
ます。以前に定義したライブラリパネルのリストが表示されます。

2. 名前がわかっている場合は、特定のライブラリパネルを検索してください。パネルをフォルダまたはタ
イプでフィルタリングすることもできます。

ライブラリパネルを削除する

ライブラリパネルが不要になった場合は削除します。

1. 左側のメニューの [ダッシュボード] にカーソルを合わせ、[ライブラリパネル] を選択します。
2. 削除するパネルを選択します。
3. ライブラリ名の横にある削除アイコンをクリックします。

ダッシュボードのバージョン履歴の管理

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

ダッシュボードのバージョンを保存するたびに、そのバージョンのコピーが保存されるため、以前のバー
ジョンのダッシュボードは失われません。これらのバージョンのリストは、ダッシュボード設定を入力
し、左側のメニューで [バージョン] を選択すると表示されます。

ダッシュボードのバージョン履歴機能を使用すると、以前に保存したダッシュボードのバージョンを比較
して復元できます。

2 つのダッシュボードバージョンの比較

2 つのダッシュボードバージョンを比較するには、比較する 2 つのバージョンをリストから選択します。
[バージョンを比較] をクリックすると、2 つのバージョンの差分が表示されます。

ボタンをクリックすると、差分ビューが表示されます。デフォルトでは、変更の概要がテキスト形式で表
示されます。

ダッシュボードを表す未加工の JSON の差分を確認したい場合は、下部の「JSON 差分を表示」ボタンを
クリックして表示することもできます。

差分を適用しているバージョンに復元するには、<x>右上の [バージョンに復元] ボタンをクリックしま
す。

以前に保存したダッシュボードバージョンへの復元

以前に保存したダッシュボードバージョンに復元する必要がある場合は、ダッシュボードバージョンリス
トの行の右側にある [復元] ボタンをクリックするか、<x>差分ビューに表示される [バージョンに復元] ボ
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タンをクリックします。このボタンをクリックすると、復元を確認する次のポップアップが表示されま
す。

以前のバージョンに復元すると、以前のバージョンとまったく同じデータを含む新しいバージョンが作成
されます。ただし、バージョン番号は異なります。これは、新しいダッシュボードバージョンの行の「メ
モ」列に表示されます。これは単に、以前のバージョンのダッシュボードが変更の影響を受けないように
するためです。

ダッシュボードのリンクの管理

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

リンクを使用して、よく使用するダッシュボード間を移動したり、他のユーザーをビジュアライゼーショ
ンに接続したりできます。リンクを使用すると、他のダッシュボード、パネル、さらには外部の Web サ
イトへのショートカットを作成できます。

Grafana は、ダッシュボードリンク、パネルリンク、データリンクをサポートしています。ダッシュボー
ドのリンクは、ダッシュボードの上部に表示されます。パネルのリンクには、パネルの左上隅にあるアイ
コンをクリックします。

使用するリンクの選択

まず、現在どのようにダッシュボード間を移動しているかを把握することから始めます。複数のダッシュ
ボード間を行き来し、それぞれで同じコンテキストを見つけるのに苦労している場合は、リンクがワーク
フローの最適化に役立ちます。

次のステップは、どのリンクタイプがワークフローに適しているかを判断することです。Grafana のすべ
てのリンクタイプは、他のダッシュボードや外部 Web サイトへのショートカットの作成に使用されます
が、コンテキストは異なります。

• リンクがダッシュボードのすべてではないにしてもほとんどのパネルに関連する場合は、ダッシュボー
ドリンクを使用してください。

• 特定のパネルを詳しく見たい場合は、パネルリンクを使用してください。
• 外部サイトにリンクする場合は、ダッシュボードリンクまたはパネルリンクのいずれかを使用できま

す。
• 特定のシリーズや単一の測定値まで掘り下げたい場合は、データリンクを使用してください。

URL を使用して時間範囲を制御する

パネルまたはダッシュボードの時間範囲を制御するには、ダッシュボード URL にクエリパラメータを指定
できます。

• fromミリ秒エポックで指定された時間範囲の下限を定義します。
• toミリ秒エポックで指定された時間範囲の上限を定義します。
• timetime.windowtime-time.window/2からまでの時間範囲を定義しますtime
+time.window/2。どちらのパラメータも ms 単位で指定する必要があります。たとえば?
time=1500000000000&time.window=10000、1499999995000から1500000005000までの10秒の時
間範囲になります。

ダッシュボードリンク

ダッシュボードリンクを作成するときに、時間範囲と現在のテンプレート変数を含めて、別のダッシュ
ボードの同じコンテキストに直接ジャンプできます。これにより、リンクを送信した相手が正しいデータ
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を見ているかどうかを心配する必要がなくなります。他の種類のリンクについては、データリンク変数を
参照してください。

ダッシュボードリンクは、 GitHub 現在のダッシュボード名で課題を送信するなど、外部システムへの
ショートカットとしても使用できます。

ダッシュボードリンクを追加すると、ダッシュボードの右上隅に表示されます。

ダッシュボードへのリンクの追加

現在のダッシュボードの上部に他のダッシュボードへのリンクを追加します。

1. リンクするダッシュボードを表示しているときに、画面上部の歯車をクリックして [ダッシュボード設
定] を開きます。

2. [リンク] をクリックし、[ダッシュボードリンクを追加] または [新規] をクリックします。
3. 「タイプ」で、「ダッシュボード」を選択します。
4. 以下からリンクオプションを選択してください。

• タグ付き:タグを入力して、リンクされたダッシュボードを、入力したタグのあるダッシュボードの
みに制限します。それ以外の場合、Grafana には他のすべてのダッシュボードへのリンクが含まれま
す。

• ドロップダウンとして:多数のダッシュボードにリンクしている場合は、このオプションを選択し、ド
ロップダウンにオプションのタイトルを追加するとよいでしょう。それ以外の場合、Grafana はダッ
シュボードの上部にダッシュボードのリンクを並べて表示します。

• 時間範囲:ダッシュボードの時間範囲をリンクに含めるには、このオプションを選択します。ユーザー
がリンクをクリックすると、リンクされたダッシュボードが開き、指定された時間範囲がすでに設定
されています。

• 変数値:このオプションを選択すると、現在クエリパラメータとして使用されているテンプレート変
数がリンクに含まれます。ユーザーがリンクをクリックすると、リンクされたダッシュボード内の
一致するテンプレートがリンクの値に設定されます。詳細については、「ダッシュボード URL 変
数 (p. 254)」を参照してください。

• 新しいタブで開く:ダッシュボードのリンクを新しいタブまたはウィンドウで開く場合は、このオプ
ションを選択します。

5. [Add] (追加) をクリックします。

URL リンクをダッシュボードに追加する

現在のダッシュボードの上部にURLへのリンクを追加します。ダッシュボード、パネル、外部サイトな
ど、使用可能な任意の URL にリンクできます。時間範囲を制御して、ユーザーが Grafana の適切なデー
タにズームインできるようにすることもできます。

1. リンクするダッシュボードを表示しているときに、画面上部の歯車をクリックして [ダッシュボード設
定] を開きます。

2. [リンク] をクリックし、[ダッシュボードリンクを追加] または [新規] をクリックします。
3. 「タイプ」で、「リンク」を選択します。
4. 以下からリンクオプションを選択してください。

• URL: リンクしたい URL を入力します。ターゲットによって、フィールド値を含める必要がある場合
もあります。詳細については、この Github の例を参照してください。

• タイトル:リンクに表示するタイトルを入力します。
• ツールチップ:リンクに表示させたいツールチップを入力します。
• アイコン:リンクと共に表示するアイコンを選択します。
• 時間範囲:ダッシュボードの時間範囲をリンクに含めるには、このオプションを選択します。ユーザー

がリンクをクリックすると、リンクされたダッシュボードが開き、指定された時間範囲が設定されま
す。
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• fromミリ秒エポックで指定された時間範囲の下限を定義します。
• toミリ秒エポックで指定された時間範囲の上限を定義します。
• timetime.windowtime-time.window/2からまでの時間範囲を定義しますtime
+time.window/2。どちらのパラメータも ms 単位で指定する必要があります。たとえば?
time=1500000000000&time.window=10000、1499999995000から1500000005000までの10秒
の時間範囲になります。

• 変数値:このオプションを選択すると、現在クエリパラメータとして使用されているテンプレート変数
がリンクに含まれます。ユーザーがリンクをクリックすると、リンクされたダッシュボード内の一致
するテンプレートがリンクの値に設定されます。

可変形式は次のとおりです。

https://${you-domain}/path/to/your/dashboard?var-${template-
varable1}=value1&var-{template-variable2}=value2

• 新しいタブで開く:ダッシュボードのリンクを新しいタブまたはウィンドウで開く場合は、このオプ
ションを選択します。

5. [Add] (追加) をクリックします。

ダッシュボードリンクの更新

既存のダッシュボードリンクを変更または更新するには、次の手順に従います。

1. ダッシュボード設定の [リンク] タブで、編集する既存のリンクをクリックします。
2. 設定を変更し、[更新] をクリックします。

ダッシュボードリンクの複製

既存のダッシュボードリンクを複製するには、複製する既存のリンクの横にある複製アイコンをクリック
します。

ダッシュボードリンクを削除する

既存のダッシュボードリンクを削除する場合は、削除する重複アイコンの横にあるゴミ箱アイコンをク
リックします。

パネルリンク

各パネルには、パネルの左上隅に表示される独自のリンクセットを設定できます。ダッシュボード、パ
ネル、外部サイトなど、使用可能な任意の URL にリンクできます。時間範囲を制御して、ユーザーが 
Grafana の適切なデータにズームインできるようにすることもできます。

使用可能なパネルリンクを表示するには、パネルの左上隅にあるアイコンをクリックします。

• パネルリンクの追加:各パネルには、パネルの左上隅に表示される独自のリンクセットを設定できます。
ダッシュボード、パネル、外部サイトなど、使用可能な任意の URL にリンクできます。時間範囲を制御
して、ユーザーが Grafana の適切なデータにズームインできるようにすることもできます。パネルの左
上隅にあるアイコンをクリックすると、使用可能なパネルリンクが表示されます。
1. リンクを追加したいパネルにカーソルを置き、を押しますe。または、パネルタイトルの横にあるド

ロップダウン矢印をクリックして、[編集] をクリックします。
2. 「パネル」タブで、「リンク」セクションまでスクロールします。
3. [リンク] を展開し、[リンクを追加] をクリックします。
4. タイトルを入力します。タイトルは、UI に表示されるリンクのラベルで、人間が読める形式です。
5. リンクする URL を入力します。ダッシュボードで定義されているテンプレート変数の 1 つを追加す

ることもできます。Ctrl+SpaceCmd+Spaceまたはを押して URL フィールドをクリックすると、使
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用可能な変数が表示されます。パネルリンクにテンプレート変数を追加すると、リンクは関連する変
数が既に設定された適切なコンテキストにユーザーを誘導します。

時間変数も使用できます。
• fromミリ秒エポックで指定された時間範囲の下限を定義します。
• toミリ秒エポックで指定された時間範囲の上限を定義します。
• timetime.windowtime-time.window/2からまでの時間範囲を定義しますtime
+time.window/2。どちらのパラメータも ms 単位で指定する必要があります。たとえば、?
time=1500000000000&time.window=10000 1499999995000から1500000005000までの10秒
の時間範囲の結果になります。

• パネルリンクの更新
1. パネルタブで、変更したいリンクを探します。
2. 編集（鉛筆）アイコンをクリックして、「リンクを編集」ウィンドウを開きます。
3. 必要に応じて変更します。
4. [保存] をクリックして変更を保存し、ウィンドウを閉じます。
5. 右上隅にある [保存] をクリックして、ダッシュボードに加えた変更を保存します。

• パネルリンクを削除する
1. パネルタブで、変更したいリンクを探します。
2. 削除するリンクの横にある X アイコンをクリックします。
3. 右上隅にある [保存] をクリックして、ダッシュボードに加えた変更を保存します。

ダッシュボード JSON モデル

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

Grafana のダッシュボードは、ダッシュボードのメタデータを格納する JSON オブジェクトで表されま
す。ダッシュボードメタデータには、ダッシュボードプロパティ、パネルからのメタデータ、テンプレー
ト変数、パネルクエリが含まれます。

ダッシュボードの JSON を表示するには。

1. ダッシュボードに移動します。
2. 上部のナビゲーションメニューで、ダッシュボード設定 (歯車) アイコンをクリックします。
3. 「JSON モデル」をクリックします。

JSON フィールド

ユーザーが新しいダッシュボードを作成すると、新しいダッシュボード JSON オブジェクトが次のフィー
ルドで初期化されます。

Note

次の JSON では、id は null として表示されます。これは、ダッシュボードが保存されるまでに割
り当てられるデフォルト値です。ダッシュボードを保存すると、idフィールドに整数値が割り当
てられます。

{ 
  "id": null, 
  "uid": "cLV5GDCkz", 
  "title": "New dashboard", 
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  "tags": [], 
  "style": "dark", 
  "timezone": "browser", 
  "editable": true, 
  "graphTooltip": 1, 
  "panels": [], 
  "time": { 
    "from": "now-6h", 
    "to": "now" 
  }, 
  "timepicker": { 
    "time_options": [], 
    "refresh_intervals": [] 
  }, 
  "templating": { 
    "list": [] 
  }, 
  "annotations": { 
    "list": [] 
  }, 
  "refresh": "5s", 
  "schemaVersion": 17, 
  "version": 0, 
  "links": []
}                       

以下に、ダッシュボード JSON の各フィールドについて説明します。

名前 使用方法

id ダッシュボードの固有の数値識別子 (データベース
によって生成)

uid 誰でも生成できる一意のダッシュボード識別子。
文字列 (8-40)

title ダッシュボードの現在のタイトル

タグ ダッシュボードに関連するタグ、文字列の配列

スタイル ダッシュボードのテーマ (ダーク、ライトなど)

timezone ダッシュボードのタイムゾーン (UTC やブラウザ
など)

編集可能 ダッシュボードが編集可能かどうか

グラフツールチップ 0 は共有十字線またはツールチップなし (デフォ
ルト)、1 は共有十字線、共有十字線と共有ツール
チップは 2

time ダッシュボードの時間範囲 (過去 6 時間または過去
7 日間など)

タイムピッカー タイムピッカーメタデータ。詳細はタイムピッ
カーセクションを参照してください (p. 260)

テンプレート化 テンプレートメタデータ。詳細はテンプレートセ
クションを参照してください (p. 260)

注釈 注釈メタデータ。追加方法については注釈を参照
してください (p. 333)
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名前 使用方法

リフレッシュ 自動更新間隔

schemaVersion JSON スキーマのバージョン (整数)。Grafana の更
新によってスキーマが変更されるたびにインクリ
メントされます

バージョン ダッシュボードのバージョン (整数)。ダッシュ
ボードが更新されるたびに増加します

パネル パネル配列 (詳細は下記参照)

パネル

パネルは、ダッシュボードの構成要素です。データソースクエリ、グラフの種類、エイリアスなどで構成
されています。パネル JSON は、それぞれが異なるパネルを表す JSON オブジェクトの配列で構成されま
す。ほとんどのフィールドはすべてのパネルに共通ですが、一部のフィールドはパネルタイプによって異
なります。以下は、テキストパネルのパネル JSON の例です。

"panels": [ 
  { 
    "type": "text", 
    "title": "Panel Title", 
    "gridPos": { 
      "x": 0, 
      "y": 0, 
      "w": 12, 
      "h": 9 
    }, 
    "id": 4, 
    "mode": "markdown", 
    "content": "# title" 
  }          

パネルのサイズと位置

GridPos プロパティは、パネルのサイズと位置をグリッド座標で記述します。

• w: 1—24 (ダッシュボードの幅は 24 列に分割されています)
• h: グリッドの高さの単位では、それぞれ 30 ピクセルを表します。
• x: と同じ単位の X 位置w。
• y: と同じ単位の y 位置h。

グリッドには負の重力があり、パネルの上に空きスペースがある場合はパネルが上に移動します。

タイムピッカー

"timepicker": { 
    "collapse": false, 
    "enable": true, 
    "notice": false, 
    "now": true, 
    "refresh_intervals": [ 
      "5s", 
      "10s", 
      "30s", 
      "1m", 
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      "5m", 
      "15m", 
      "30m", 
      "1h", 
      "2h", 
      "1d" 
    ], 
    "status": "Stable", 
    "type": "timepicker" 
  }             

テンプレート作成

templatingこのフィールドには、保存された値やその他のメタデータを含むテンプレート変数の配列が
含まれています。

"templating": { 
    "enable": true, 
    "list": [ 
       { 
        "allFormat": "wildcard", 
        "current":  { 
          "tags": [], 
          "text": "prod", 
          "value": "prod" 
        }, 
        "datasource": null, 
        "includeAll": true, 
        "name": "env", 
        "options": [ 
           { 
            "selected": false, 
            "text": "All", 
            "value": "*" 
          }, 
           { 
            "selected": false, 
            "text": "stage", 
            "value": "stage" 
          }, 
           { 
            "selected": false, 
            "text": "test", 
            "value": "test" 
          } 
        ], 
        "query": "tag_values(cpu.utilization.average,env)", 
        "refresh": false, 
        "type": "query" 
      }, 
       { 
        "allFormat": "wildcard", 
        "current":  { 
          "text": "apache", 
          "value": "apache" 
        }, 
        "datasource": null, 
        "includeAll": false, 
        "multi": false, 
        "multiFormat": "glob", 
        "name": "app", 
        "options": [ 
           { 
            "selected": true, 
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            "text": "tomcat", 
            "value": "tomcat" 
          }, 
           { 
            "selected": false, 
            "text": "cassandra", 
            "value": "cassandra" 
          } 
        ], 
        "query": "tag_values(cpu.utilization.average,app)", 
        "refresh": false, 
        "regex": "", 
        "type": "query" 
      } 
    ] 
  }                            

ダッシュボードの管理

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

ダッシュボードは、データを 1 行以上視覚的に表示する 1 つ以上のパネルのセットです (p. 289)。

ダッシュボードの作成の詳細については、「パネルの追加と整理」を参照してください。

ダッシュボードフォルダの作成

フォルダーはダッシュボードの整理とグループ化に役立ちます。これは、ダッシュボードが多数ある場合
や、同じ Grafana インスタンスを使用するチームが複数ある場合に便利です。

前提条件

Grafana Admin 権限があることを確認します。ダッシュボード権限の詳細については、「ダッシュボード
権限 (p. 43)」を参照してください。

ダッシュボードフォルダーを作成するには

1. Grafana にログインし、サイドメニューで [ダッシュボード] > [新規フォルダー] をクリックします。
2. 一意の名前を入力して [作成] をクリックします。

Note

ダッシュボードを保存するときに、ダッシュボードを保存するフォルダーを選択するか、新しい
フォルダーを作成できます。

ダッシュボードとフォルダーの管理

「ダッシュボードとフォルダーの管理」ページでは、次のことができます。

• フォルダの作成
• ダッシュボードを作成する
• ダッシュボードをフォルダーに移動
• 複数のダッシュボードを削除する
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• フォルダーとダッシュボードの権限を割り当てることができるフォルダーページに移動します

ダッシュボードフォルダページ

「ダッシュボードフォルダー」ページでは、次のタスクを実行できます。

• フォルダー内のダッシュボードを移動または削除します。
• フォルダーの名前を変更します ([設定] タブにあります)。
• フォルダーに権限を割り当てます (フォルダー内のダッシュボードに継承されます)。

ダッシュボードフォルダーページに移動するには、ダッシュボードの検索結果リストまたは [ダッシュボー
ドとフォルダーの管理] ページのフォルダーにカーソルを合わせたときに表示される歯車をクリックしま
す。

ダッシュボード権限

フォルダには権限を割り当てることができます。割り当てた権限はすべて、フォルダー内のダッシュボー
ドに継承されます。アクセス制御リスト (ACL) を使用して、組織ロール、チーム、およびユーザーに権限
を割り当てることができます。

詳細については、「権限 (p. 45)」を参照してください。

ダッシュボードのエクスポートおよびインポート
Grafana UI または HTTP API を使用して、ダッシュボードをエクスポートおよびインポートできます。

ダッシュボードをエクスポートする

ダッシュボードのエクスポートアクションでは、レイアウト、変数、スタイル、データソース、クエリな
ど、必要なものがすべて含まれた Grafana JSON ファイルが作成され、後でダッシュボードをインポート
できます。

Note

Grafana は、JSON ファイルをユーザーのローカルマシンにダウンロードします。

1. エクスポートするダッシュボードを開きます。
2. 共有アイコンをクリックします。
3. [Export] (エクスポート) をクリックします。
4. [ファイルに保存] をクリックします。

ダッシュボードをポータブルにする

他のユーザーが使用できるようにダッシュボードをエクスポートする場合は、メトリックプレフィックス 
(定数変数を使用) やサーバー名などのテンプレート変数を追加できます。

Constantこのタイプのテンプレート変数は自動的にダッシュボードに非表示になり、ダッシュボードを
インポートすると必須入力として追加されます。

ダッシュボードのインポート

1. サイドメニューで [ダッシュボード] > [インポート] をクリックします。
2. 次のいずれかのステップを実行します。

• ダッシュボード JSON ファイルをアップロードします。
• Grafana.com のダッシュボード URL を貼り付けます。
• ダッシュボードの JSON テキストをテキスト領域に直接貼り付けます。
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インポートプロセスでは、ダッシュボードの名前を変更したり、ダッシュボードに使用したいデータ
ソースを選択したり、メトリックプレフィックスを指定したりできます (ダッシュボードで使用されて
いる場合)。

ダッシュボードのトラブルシューティング

このセクションでは、ダッシュボードの一般的な問題を解決するのに役立つ情報を提供します。

ダッシュボードが遅い

ダッシュボードが遅い場合は、以下の点を考慮します。

• 数十 (または数百、数千) の時系列をグラフにレンダリングしようとしていますか? これにより、ブラウ
ザが遅くなる可能性があります。(グラファイトの) highestMax のような関数を使用して、返される系列
を減らしてみてください。

• シリーズ名が非常に大きい場合があります。これにより、応答サイズが大きくなります。alias を使用し
て、返されるシリーズ名のサイズを小さくしてみてください。

• 多数の時系列を検索していますか、それとも長期間にわたってクエリを実行していますか? これらの条
件が両方とも、Grafana やデータソースが大量のデータを取り込む原因となり、処理速度が低下する可
能性があります。

• ネットワークインフラストラクチャに高い負荷がかかる可能性があります。速度が一貫していない場
合、これが問題である可能性があります。

ダッシュボードの更新頻度の問題

デフォルトでは、Grafana は 30 秒ごとにデータソースにクエリを実行します。ダッシュボードのリフレッ
シュレートを低く設定すると、バックエンドに不必要なstress がかかります。多くの場合、データがシス
テムに送信されて変更を確認できないため、これを頻繁にクエリする必要はありません。

この問題が発生した場合は、次の解決策が推奨されます。

• 必要でない限り、ダッシュボード、パネル、または変数の自動更新を有効にしないでください。ユー
ザーはブラウザを手動で更新できます。また、更新間隔を適切な期間 (10 分ごと、または 1 時間おきな
ど) に設定することもできます。

• 必要な場合は、更新間隔を 1 分に 1 回に設定します。ユーザーはいつでもダッシュボードを手動で更新
できます。

• ダッシュボードの期間が長い場合 (1 週間など)、自動更新は必要ない場合があります。

NULL データの処理またはレンダリングが間違っている、またはわかりにくい

一部のアプリケーションでは、データが断続的に公開されます。たとえば、イベントが発生したときにの
み指標を投稿します。デフォルトでは、Grafana グラフはデータポイント間の線を接続します。

ダッシュボードとパネルの共有

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

Grafana を使用すると、ダッシュボードやパネルを組織内の他のユーザーや、特定の状況で Web 上で公開
して共有できます。以下を使用して共有できます。
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• 直接接続
• スナップショット

埋め込みリンク (パネルのみ)
• エクスポートリンク (ダッシュボードのみ)

直接リンクでレンダリングされた画像を表示するには、権限のある閲覧者権限が必要です。

Grafana インスタンスで匿名アクセス権限を有効にしていない限り、埋め込みリンクを表示する場合にも
同じ権限が必要です。

Note

Grafana 8.0 以降、匿名アクセス権限は Grafana クラウドでは使用できません。

パネルまたはダッシュボードをスナップショットとして共有すると、スナップショット (スナップショッ
トを撮った時点でのパネルまたはダッシュボード) が Web 上で公開されます。リンクを持っている人な
ら誰でもアクセスできます。スナップショットは閲覧に認証を必要としないため、Grafana はスナップ
ショットから取得したアカウントに関連する情報や機密データを削除します。

ダッシュボードの共有

ダッシュボードを変更する場合は、共有する前に必ず変更を保存してください。

Note

ダッシュボードを変更する場合は、共有する前に必ず変更を保存してください。

1. Grafana インスタンスのホームページに移動します。
2. 上部のナビゲーションにある共有アイコンをクリックします。

共有ダイアログボックスが開き、「リンク」タブが表示されます。

直接リンクの共有

「リンク」タブには、現在の時間範囲、テンプレート変数、およびデフォルトのテーマが表示されます。
短縮 URL を共有することもできます。

1. [Copy] をクリックします。このアクションは、デフォルトまたは短縮された URL をクリップボードに
コピーします。

2. コピーした URL を、リンクを表示する権限を持つ Grafana ユーザーに送信します。

スナップショットの公開

ダッシュボードスナップショットは、インタラクティブなダッシュボードを公開して共有しま
す。Grafana は、クエリ（指標、テンプレート、注釈）やパネルリンクなどの機密データを削除し、表示
されている指標データとシリーズ名のみをダッシュボードに埋め込んだままにします。ダッシュボードの
スナップショットには、リンクがあれば誰でもアクセスできます。

スナップショットはローカルインスタンスまたは snapshots.raintank.io に公開できます。後者は Grafana 
Labs が提供する無料のサービスで、ダッシュボードのスナップショットを外部の Grafana インスタンス
に公開できます。リンクを知っている人なら誰でも閲覧できます。特定の期間が経過した後にスナップ
ショットを削除したい場合は、有効期限を設定できます。

1. [ローカルスナップショット] または [snapshots.raintank.io にパブリッシュ] をクリックします。
2. Grafana はスナップショットのリンクを生成します。スナップショットリンクをコピーして、組織内ま

たは Web 上で公開して共有します。
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ダッシュボードをエクスポートする

Grafana ダッシュボードは簡単にエクスポートおよびインポートできます。詳細については、ダッシュ
ボードのエクスポートとインポートを参照してください (p. 265)。

ダッシュボードを PDF としてエクスポート

任意のダッシュボードの PDF ファイルを生成して保存できます。

Note

Grafana エンタープライズで利用できます。

1. PDF としてエクスポートするダッシュボードの右上隅にある [ダッシュボードの共有] アイコンをクリッ
クします。

2. 「PDF」タブで、エクスポートするダッシュボードのレイアウトオプション（「ポートレート」または
「ランドスケープ」）を選択します。

3. 「PDF として保存」をクリックして、ダッシュボードを PDF ファイルとしてレンダリングしま
す。Grafana は、PDF ファイルを新しいウィンドウまたはブラウザのタブで開きます。

パネルを共有する

パネルは、直接リンク、スナップショット、または埋め込みリンクとして共有できます。どのパネルの
「共有」オプションを使用してライブラリパネルを作成することもできます。

1. パネルタイトルをクリックして、パネルメニューを開きます。
2. 「共有」をクリックします。共有ダイアログボックスが開き、「リンク」タブが表示されます。

直接リンクを使用する

「リンク」タブには、現在の時間範囲、テンプレート変数、およびデフォルトのテーマが表示されます。
必要に応じて、短縮 URL の共有を有効にできます。

1. [コピー] をクリックして、デフォルト URL または短縮 URL をクリップボードにコピーします。
2. コピーした URL を、リンクを表示する権限を持つ Grafana ユーザーに送信します。
3. また、オプションで [レンダリングされた画像を直接リンク] をクリックしてパネルの画像を共有するこ

ともできます。

サーバー側レンダリング画像の文字列パラメータの照会

• 幅:ピクセル単位の幅。デフォルトは 800 です。
• 高さ:ピクセル単位の高さ。デフォルトは 400 です。
• tz: HH と MM が UTCUTC%2BHH%3AMM の後の時分単位でオフセットされる形式のタイムゾーン。
• タイムアウト:秒数。パネルのクエリがデフォルトの 30 秒を超える必要がある場合は、タイムアウトを

増やすことができます。
• scale: デバイスのスケール係数を設定する数値。デフォルトは1です。値を大きくすると、より詳細な画

像 (DPI が高い) が生成されます。Grafana v7.0 以降でサポートされています。

スナップショットの公開

パネルスナップショットは、インタラクティブパネルを公開して共有します。Grafana は機密データを削
除し、表示される指標データとシリーズ名のみをダッシュボードに埋め込みます。パネルスナップショッ
トには、リンクがあれば誰でもアクセスできます
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スナップショットはローカルインスタンスまたは snapshots.raintank.io に公開できます。後者は Grafana 
が提供する無料サービスで、ダッシュボードのスナップショットを外部の Grafana インスタンスに公開で
きます。特定の期間が経過した後にスナップショットを削除したい場合は、オプションで有効期限を設定
できます。

1. 共有パネルダイアログボックスで、「スナップショット」をクリックしてタブを開きます。
2. [ローカルスナップショット] または [snapshots.raintank.io にパブリッシュ] をクリックします。Grafana 

はスナップショットのリンクを生成します。
3. スナップショットリンクをコピーして、組織内または Web 上で公開して共有します。

誤ってスナップショットを作成した場合は、[スナップショットを削除] をクリックして Grafana インスタ
ンスからスナップショットを削除します。

パネルを埋め込む

別の Web サイトの iframe を使用してパネルを埋め込むことができます。グラフを表示するには、視聴者
が Grafana にサインインする必要があります。

Note

Grafana 8.0 以降、匿名アクセス権限は Grafana クラウドでは利用できなくなりました。

HTML コードの例を次に示します。

<iframe 
  src="https://snapshots.raintank.io/dashboard-solo/snapshot/
y7zwi2bZ7FcoTlB93WN7yWO4aMiz3pZb?from=1493369923321&to=1493377123321&panelId=4" 
  width="650" 
  height="300" 
  frameborder="0"
>

その結果、インタラクティブな Grafana グラフが iframe に埋め込まれます。

ライブラリパネルの作成

共有パネルダイアログボックスからライブラリパネルを作成するには。

1. [ライブラリ] パネルをクリックします。
2. 「ライブラリ」パネル名に、名前を入力します。
3. 「フォルダーに保存」で、ライブラリパネルを保存するフォルダーを選択します。デフォルトでは、

「一般」フォルダが選択されています。
4. [Create Library Panel] をクリックして変更を保存します。
5. [保存] をクリックしてダッシュボードを保存します。

プレイリストの管理

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

プレイリストは、順番に表示されるダッシュボードのリストです。プレイリストを使うと、状況認識を高
めたり、チームや訪問者に指標を提示したりできます。Grafana はダッシュボードを任意の解像度に自動
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的にスケーリングするため、大画面に最適です。プレイリスト機能には、ダッシュボードサブメニューの
Grafana のサイドメニューからアクセスできます。

プレイリストへのアクセス、共有、制御

このセクションの情報を使用して、既存のプレイリストにアクセスします。5 つのモードのいずれかを使
用して、プレイリストの表示を開始および制御します。

プレイリストにアクセスする

1. Grafana のサイドメニューにカーソルを合わせます。
2. 「プレイリスト」をクリックします。

既存のプレイリストのリストが表示されます。

プレイリストを開始する

プレイリストは 5 つの異なる表示モードで開始できます。表示モードは、メニューとナビゲーションバー
がダッシュボードにどのように表示されるかを決定します。

デフォルトでは、プレイリストを作成または編集するときに設定した [間隔] フィールドに入力した時間だ
け各ダッシュボードが表示されます。プレイリストを開始すると、ページ上部のナビゲーションバーを使
用してプレイリストを制御できます。

プレイリストには、Intervalプレイリストを作成または編集するときに設定したフィールドで指定され
た時間の各ダッシュボードが表示されます。プレイリストが開始されたら、画面上部のナビゲーション
バーを使用してプレイリストを制御できます。

1. プレイリストページにアクセスすると、既存のプレイリストのリストが表示されます。
2. 開始したいプレイリストを見つけて、「プレイリストを開始」をクリックします。

プレイリスト開始ダイアログボックスが開きます。
3. 次の表の情報に基づいて、使用可能な 5 つのプレイリストモードから 1 つを選択します。
4. 「開始」をクリックします。

モード 説明

正常モード • サイドメニューは表示されたままです。
• 画面上部にナビゲーションバー、行、およびパ

ネルコントロールが表示されます。

TV モード • サイドメニューとダッシュボードサブメニュー 
(可変ドロップダウンとダッシュボードリンクを
含む) が非表示または削除されます。

• 画面上部にナビゲーションバー、行、およびパ
ネルコントロールが表示されます。

• ユーザーが操作しない状態が 1 分間続くと、自
動的に有効になります。

• d vシーケンスショートカットを使用して手
動で有効にするか、ダッシュボードの URL?
inactive にパラメーターを追加して有効にし
ます。

• ポインタを動かしたり、キーボードを操作した
りすると無効になります。
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モード 説明

TV モード (auto 調整パネル付き) • 画面上部にナビゲーションバー、行、およびパ
ネルコントロールが表示されます。

• ダッシュボードパネルは、画面上のスペースを
最適化するように自動的に調整されます。

キオスクモード • サイドメニュー、ナビゲーションバー、または
パネルコントロールが完全に非表示/非表示にな
ります。

• プレイリストが開始されたら、d v シーケンスの
ショートカットを使用して手動で有効にできま
す。

• 同じショートカットを使用して手動で無効にで
きます。

キオスクモード (auto フィットパネル付き) • サイドメニュー、ナビゲーションバー、行、お
よびパネルコントロールは完全に非表示または
表示されなくなります。

• ダッシュボードパネルは、画面上のスペースを
最適化するように自動的に調整されます。

プレイリストを制御する

プレイリストは、起動後に画面上部のナビゲーションバーを使用して、通常モードまたは TV モードで操
作できます。Escキーボードのキーを押して、プレイリストを停止します。

Button アクション

次へ (右二重矢印) 次のダッシュボードに進みます。

戻る (左矢印) 前のダッシュボードに戻ります。

ストップ (スクエア) プレイリストを終了し、現在のダッシュボードに
戻ります。

サイクルビューモード (モニターアイコン) ダッシュボードの表示をさまざまな表示モードで
回転させます。

[Time range] (時間範囲) 時間範囲内のデータを表示します。下向き矢印を
使用して、過去 5 分から最長で 5 年前の時間範囲
を表示するように設定できます。

更新 (丸矢印) ダッシュボードをリロードして、現在のデータを
表示します。ドロップダウン矢印を使用して、5秒
から1日ごとに自動的にリロードするように設定で
きます。

プレイリストを作成する

プレイリストを作成して、設定された順序とダッシュボード間の時間間隔でダッシュボードを順番に表示
できます。

1. プレイリストページの [新規プレイリスト] をクリックします。
2. 名前テキストボックスにわかりやすい名前を入力します。
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3. 「間隔」テキストボックスに時間間隔を入力します。

Note

追加したダッシュボードは順番に一覧表示されます。
4. ダッシュボードで、「タイトルで追加」および「タグで追加」 ドロップダウンオプションを使用して、

既存のダッシュボードをプレイリストに追加します。
5. オプション:

• 名前、正規表現、またはタグでダッシュボードを検索します。
• スター付きのステータスまたはタグで結果を絞り込みます。
• 上下矢印アイコンを使用して、追加したダッシュボードの順序を並べ替えます。
• ダッシュボードの横にある X アイコンをクリックして、プレイリストからダッシュボードを削除しま

す。
6. [Save] をクリックして変更を保存します。

プレイリストを保存する

プレイリストを保存して [プレイリスト] ページに追加すると、プレイリストを開始できます。

Important

プレイリストを保存する前に、プレイリストを作成または編集するときに、プレイリストに表示
したいすべてのダッシュボードが追加されていることを確認してください。

1. プレイリスト機能にアクセスするには、Grafana のサイドメニューにカーソルを置きます。
2. プレイリストをクリックすると、利用できるプレイリストが表示されます。
3. 任意のプレイリストをクリックします。
4. プレイリストを編集します。
5. プレイリストに [名前]、[間隔]、および [ダッシュボード] が 1 つ以上追加されていることを確認しま

す。
6. [Save] をクリックして変更を保存します。

プレイリストの編集または削除

プレイリストを編集するには、名前やインターバルタイムの更新、ダッシュボードの追加、削除、順序の
変更を行います。

プレイリストを編集する

1. プレイリストページの [プレイリストを編集] をクリックします。
2. 名前と時間間隔を更新し、上記の「プレイリストを作成する」の手順に従って、プレイリストにダッ

シュボードを追加または削除します。
3. [Save] をクリックして変更を保存します。

プレイリストを削除する

1. 「プレイリスト」をクリックします。
2. 削除するプレイリストの横にある [削除] をクリックします。

ダッシュボードの順序の再配置

1. 移動するダッシュボードの横にある上矢印または下矢印をクリックします。
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2. [Save] をクリックして変更を保存します。

ダッシュボードを削除する

1. プレイリストからダッシュボードを削除するには、[削除] をクリックします。
2. [Save] をクリックして変更を保存します。

ビューモードでのプレイリストの共有
プレイリストを共有するには、好みの表示モードでリンクアドレスをコピーし、URL を宛先に貼り付けま
す。

1. 「ダッシュボード」サブメニューから、「プレイリスト」をクリックします。
2. 共有したいプレイリストの横にある [プレイリストを開始] をクリックします。
3. ドロップダウンで、お好みの表示モードを右クリックします。
4. [リンクアドレスをコピー] をクリックして、URL をクリップボードにコピーします。
5. URL を宛先に貼り付けます。

ダッシュボード変数の追加と管理
このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

変数は値のプレースホルダーです。変数は、メトリッククエリとパネルタイトルで使用できます。そのた
め、ダッシュボード上部のドロップダウンを使用して値を変更すると、パネルのメトリッククエリが新し
い値を反映するように変更されます。

変数を使用すると、よりインタラクティブで動的なダッシュボードを作成できます。メトリッククエリに
サーバー、アプリケーション、センサー名などをハードコーディングする代わりに、変数を代わりに使用
できます。変数は、ダッシュボード上部にドロップダウンリストとして表示されます。これらのドロップ
ダウンにより、ダッシュボードに表示されるデータを簡単に変更できます。

これらは、Grafana の視聴者がビジュアライゼーションをすばやく調整できるようにしたいが、完全な編
集権限は与えたくない管理者にとって特に便利です。Grafana ビューワーは変数を使用できます。

変数とテンプレートを使用すると、ダッシュボードを単一ソースにすることもできます。同一のデータ
ソースまたはサーバーが複数ある場合は、1 つのダッシュボードを作成し、変数を使用して表示内容を変
更できます。これにより、メンテナンスとメンテナンスが大幅に簡素化されます。

テンプレート

テンプレートは、変数を含む任意のクエリです。たとえば、ダッシュボードを管理して複数のサーバーを
監視する場合、サーバーごとにダッシュボードを作成することも、1 つのダッシュボードを作成して、次
のようなテンプレートクエリを含むパネルを使用することもできます。

wmi_system_threads{instance=~"$server"}

変数値は、常に var-=value <varname>という構文を使用して URL と同期されます。

例

変数は、画面上部のドロップダウンリストに表示されます。さまざまな変数を選択して、ビジュアライ
ゼーションがどのように変化するかを確認します。
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変数設定を確認するには、[ダッシュボード設定] > [変数] に移動します。リスト内の変数をクリックしてそ
の設定を確認します。

変数は、タイトル、説明、テキストパネル、およびクエリで使用できます。$で始まるテキストを含むクエ
リはテンプレートです。すべてのパネルにテンプレートクエリがあるわけではありません。

さまざまなベスト・プラクティス

• 変数ドロップダウンリストは、ダッシュボード設定の変数リストにリストされている順序で表示されま
す。

• 頻繁に変更する変数を一番上に配置すると、最初に表示されるようになります (ダッシュボードの左
端)。

変数を追加する/管理する

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

次の表は、Grafana に付属する変数のタイプの一覧です。

変数タイプ 説明

Query メトリック名、サーバー名、センサー ID、データ
センターなど、クエリによって生成された値のリ
スト。クエリ変数を追加します。

Custom カンマ区切りのリストを使用して、変数オプショ
ンを手動で定義します。カスタム変数を追加しま
す。

[テキストボックス] オプションのデフォルト値を含むフリーテキスト
入力フィールドを表示します。テキストボックス
変数を追加します。

[定数] 隠し定数を定義します。定数変数を追加します。

データソース ダッシュボード全体のデータソースを素早く変更
できます。データソース変数を追加します。

Interval 間隔変数はタイムスパンを表します。間隔変数を
追加します。

アドホックフィルター データソース (Prometheus、Loki、InfluxDB、お
よび Elasticsearch のみ) のすべてのメトリック
クエリに自動的に追加されるキーバリューフィル
ター。アドホックフィルターを追加します。

グローバル変数 クエリエディタの式で使用できる組み込み変数。
グローバル変数を参照してください。

連鎖された変数 変数クエリには他の変数を含めることができま
す。連鎖変数を参照してください。

一般オプションの入力

作成するどのタイプの変数にも、一般的なオプションを入力する必要があります。
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一般オプションを入力するには

1. 変数を作成したいダッシュボードに移動し、ページ上部のダッシュボード設定 (歯車) アイコンを選択
します。

2. 「変数」タブで、「新規」を選択します。
3. 変数の名前を入力します。
4. 「タイプ」リストで、「クエリ」を選択します。
5. (オプション) ラベルに、変数ドロップダウンの表示名を入力します。

表示名を入力しない場合、ドロップダウンラベルは変数名です。
6. 非表示オプションを選択してください:

• 選択なし (空白): 変数ドロップダウンには、変数名またはラベルの値が表示されます。
• ラベル:変数ドロップダウンには、選択した変数値と下矢印のみが表示されます。
• 変数:ダッシュボードに変数ドロップダウンは表示されません。

クエリ変数を追加する

クエリ変数を使用すると、メトリック名、タグ値、またはキーのリストを返すデータソースクエリを作成
できます。たとえば、クエリ変数は、サーバー名、センサー ID、またはデータセンターのリストを返す場
合があります。変数値は、データソースクエリでオプションを動的に取得するときに変化します。

クエリ変数は通常、文字列でのみサポートされます。クエリが数値やその他のデータ型を返す場合、変数
として使用するために文字列に変換する必要がある場合があります。たとえば、Azure データソースの場
合、この目的には tostring 関数を使用できます。

クエリ式には他の変数への参照を含めることができ、実際にはリンク変数を作成できます。Grafana はこ
れを検出し、リンクされた変数のいずれかが変更されると変数を自動的に更新します。

Note

クエリ式は、データソースごとに異なります。詳細については、データソースのドキュメントを
参照してください (p. 55)。

クエリ変数を追加するには

1. 上記のように一般的なオプションを入力します。
2. データソースリストで、クエリのターゲットデータソースを選択します。
3. 更新リストで、変数がオプションを更新するタイミングを選択します。

• ダッシュボードのロード時:ダッシュボードがロードされるたびにデータソースをクエリします。こ
れにより、ダッシュボードを初期化する前に変数クエリを完了する必要があるため、ダッシュボー
ドの読み込みが遅くなります。

• 時間範囲の変更時:ダッシュボードの時間範囲が変更されたときにデータソースをクエリします。
このオプションは、変数オプションクエリに時間範囲フィルターが含まれている場合、またはダッ
シュボードの時間範囲に依存している場合にのみ使用してください。

4. 「クエリ」フィールドに、クエリーを入力します。

• クエリフィールドは、データソースによって異なります。一部のデータソースにはカスタムクエリ
エディターがあります。

• 単一入力フィールドのクエリエディターでさらに多くのスペースが必要な場合は、フィールドの右
下隅にある行にカーソルを合わせ、下にドラッグして展開します。

5. (オプション) Regex フィールドに正規表現を入力して、データソースクエリによって返される名前の
特定の部分をフィルタリングまたはキャプチャします。例については、「正規表現による変数のフィ
ルタリング (p. 282)」を参照してください。
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6. ソートリストで、ドロップダウンリストに表示する値のソート順序を選択します。デフォルトオプ
ションの [無効] は、データソースクエリによって返されるオプションの順序が使用されることを意味
します。

7. (オプション) 選択オプションを入力します (p. 278)。
8. 値のプレビューでは、Grafana は現在の変数値のリストを表示します。これらを確認して、期待どお

りであることを確認します。
9. [追加] を選択して変数をダッシュボードに追加します。

カスタム変数の追加

数値や文字列など、変化しない値にはカスタム変数を使用します。

たとえば、変更されないサーバー名や地域名がある場合は、それらをクエリ変数ではなくカスタム変数と
して作成することをお勧めします。これらは変化しないため、他のクエリ変数ではなく連鎖変数で使用で
きます (p. 281)。これにより、連鎖変数が更新されたときにGrafanaが送信しなければならないクエリの
数が減ります。

カスタム変数を追加するには

1. 上記のように一般的なオプションを入力します。
2. 左

値をカンマリストで区切って、この変数の値をカンマで区切ったリストに入力します。数字、文字
列、またはキーと値のペアをスペースとコロンで区切って含めることができます。例えば、key1 : 
value1,key2 : value2。

3. (オプション) 選択オプションを入力します (p. 278)。
4. 値のプレビューでは、Grafana は現在の変数値のリストを表示します。これらを確認して、期待どお

りであることを確認します。
5. [追加] を選択して変数をダッシュボードに追加します。

テキストボックス変数の追加

テキストボックス変数には、オプションのデフォルト値を含むフリーテキスト入力フィールドが表示され
ます。これは任意の値を入力できるため、最も柔軟性の高い変数です。このタイプの変数は、カーディ
ナリティの高い指標がある場合、またはダッシュボードの複数のパネルを同時に更新する場合に使用しま
す。

テキストボックス変数を追加するには

1. 上記のように一般的なオプションを入力します。
2. (オプション)「デフォルト値」フィールドで、変数のデフォルト値を選択します。このフィールドに

何も入力しない場合、Grafana はユーザーがテキストを入力できる空のテキストボックスを表示しま
す。

3. 値のプレビューでは、Grafana は現在の変数値のリストを表示します。これらを確認して、期待どお
りであることを確認します。

4. [追加] を選択して変数をダッシュボードに追加します。

定数変数を追加する

定数変数を使用すると、非表示の定数を定義できます。これは、共有したいダッシュボードのメトリック
パスプレフィックスに便利です。ダッシュボードをエクスポートすると、定数変数はインポートオプショ
ンに変換されます。
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定数変数は柔軟ではありません。各定数変数は1つの値しか保持せず、変数設定を更新しない限り更新でき
ません。

定数変数は、クエリに含める必要がある複雑な値があるが、クエリごとに再入力したくない場合に役立ち
ます。たとえば、というサーバーパスがある場合はi-0b6a61efe2ab843gg、それをという変数に置き換
えることができます$path_gg。

定数変数を追加するには

1. 上記のように一般的なオプションを入力します。
2. 「値」フィールドに、変数値を入力します。文字、数字、記号を入力できます。未加工の形式を使用

する場合は、ワイルドカードを使用することもできます。
3. 値のプレビューでは、Grafana は現在の変数値のリストを表示します。これらを確認して、期待どお

りであることを確認します。
4. [追加] を選択して変数をダッシュボードに追加します。

データソース変数の追加

データソース変数を使用すると、ダッシュボード全体のデータソースをすばやく変更できます。データ
ソースのインスタンスが複数あり、環境が異なる場合などに便利です。

データソース変数を追加するには

1. 上記のように一般的なオプションを入力します。
2. 「タイプ」リストで、変数のターゲットデータソースを選択します。
3. (オプション) [インスタンス名フィルター] に、変数値ドロップダウンリストから選択するデータソー

スインスタンスの正規表現フィルターを入力します。すべてのインスタンスを表示するには、この
フィールドを空白のままにします。

4. (オプション) 選択オプションを入力します (p. 278)。
5. 値のプレビューでは、Grafana は現在の変数値のリストを表示します。これらを確認して、期待どお

りであることを確認します。
6. [追加] を選択して変数をダッシュボードに追加します。

間隔変数の追加

間隔変数を使用して、1m1h、またはなどの期間を表します1d。タイムコマンドによるダッシュボード全体
のグループと考えることができます。間隔変数は、ビジュアライゼーションにおけるデータのグループ化
方法を変更します。自動オプションを使用して、期間ごとに設定された数のデータポイントを返すことも
できます。

間隔変数は、時間 (InfluxDB の場合)、日付ヒストグラム間隔 (Elasticsearch の場合)、または要約関数のパ
ラメーター (Graphite の場合) でグループ化するパラメーターとして使用できます。

間隔変数を追加するには

1. 上記のように一般的なオプションを入力します。
2. 「値」フィールドに、変数ドロップダウンリストに表示する時間範囲の間隔を入力します。次

の時間単位がサポートされています:s (seconds)m (minutes)h (hours)、d (days)、w 
(weeks)、M (months)、y (years)、デフォルト値をそのまま使用または編集することもできま
す:1m,10m,30m,1h,6h,12h,1d,7d,14d,30d.

3. (オプション) リストにオプションを追加する場合は、auto自動オプションをオンにします。このオプ
ションでは、auto現在の時間範囲を何回分割して現在のタイムスパンを計算するかを指定できます。
オンにすると、さらに 2 つのオプションが表示されます。

277

https://grafana.com/docs/grafana/latest/dashboards/variables/variable-syntax/#raw
https://grafana.com/docs/grafana/latest/dashboards/variables/variable-syntax/#raw


Amazon Managed Grafana ユーザーガイド
ダッシュボード

• ステップカウント- 最大データポイントクエリオプションと同様に、現在の時間範囲を分割して値
を計算する回数を選択します。たとえば、現在の表示時間範囲が 30 分の場合、auto間隔によって
データが 1 分ごとに 30 個ずつグループ化されます。デフォルト値は 30 ステップです。

• 最小間隔- この値を下回ると歩数カウント間隔が時間を分割しない最小しきい値。30 分の例を続け
ると、最小間隔が 2m に設定されている場合、Grafana はデータを 2 分ごとに 15 個ずつグループ化
します。

4. 値のプレビューでは、Grafana は現在の変数値のリストを表示します。これらを確認して、期待どお
りであることを確認します。

5. [追加] を選択して変数をダッシュボードに追加します。

間隔変数の例

次の例は、myintervalグラファイト関数内のテンプレート変数を示しています。

summarize($myinterval, sum, false)

アドホックフィルターの追加

アドホックフィルターを使用すると、指定したデータソースを使用するすべてのメトリッククエリに自動
的に追加されるキー値フィルターを追加できます。他の変数とは異なり、クエリではアドホックフィル
ターを使用しません。代わりに、アドホックフィルターを使用して既存のクエリのフィルターを作成しま
す。

Note

アドホックフィルター変数は、Prometheus、ロキ、InfluxDB、Elasticsearch の各データソースで
のみ機能します。

1. 上記のように一般的なオプションを入力します。
2. データソースリストで、ターゲットデータソースを選択します。
3. [追加] を選択して変数をダッシュボードに追加します。

アドホックフィルターの作成

アドホックフィルターは、最も複雑で柔軟な変数オプションの1つです。変数オプションの一般的なリスト
の代わりに、この変数を使用してダッシュボード全体のアドホッククエリを作成できます。この方法で適
用したフィルターは、ダッシュボードのすべてのパネルに適用されます。

変数選択オプションの設定

選択オプションは、可変オプションの選択を管理するために使用できる機能です。選択オプションはすべ
てオプションで、デフォルトではオフになっています。

複数値変数

複数の値が選択された変数を補間するのは、複数の値を、その変数が使用されている特定のコンテキス
トで有効な文字列にフォーマットする方法が簡単ではないため、注意が必要です。Grafana は、各データ
ソースプラグインがテンプレート補間エンジンに複数の値に使用する形式を通知できるようにすること
で、この問題を解決しようとしています。

Note

Grafana がすべての値を 1 つの文字列にフォーマットするには、変数の [すべての値をカスタマ
イズ] オプションを空白にする必要があります。空白のままにすると、Grafana はクエリ内のすべ
ての値を連結 (加算) します。例えば、value1,value2,value3。allカスタム値を使用する場
合、*代わりに値はまたはになりますall。
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Graphiteデータソースを含む複数値変数

グラファイトはグロブ表現を使用します。この場合、複数の値を持つ変数は、現在の変数値が
host1、host2、および host3{host1,host2,host3} であるかのように補間されます。

Prometheus または InfluxDB データソースを使用するマルチバリュー変数

InfluxDBとPrometheusは正規表現を使用しているため、同じ変数が次のように補間されます(host1|
host2|host3)。すべての値も正規表現でエスケープされます。そうしないと、正規表現制御文字を含む
値によって正規表現が壊れてしまいます。

Elastic データソースによる複数値の変数

Elasticsearch は Lucene クエリ構文を使用するため、同じ変数がとしてフォーマットされます("host1" 
OR "host2" OR "host3")。この場合、値に Lucene 制御語と引用符のみが含まれるように、すべての
値をエスケープする必要があります。

複数値変数のトラブルシューティング

自動エスケープとフォーマットは問題を引き起こす可能性があり、その背後にあるロジックを理解するの
が難しい場合があります。特に、正規表現構文を使用するには変数を正規表現演算子のコンテキストで使
用する必要があるInfluxDBとPrometheusの場合はそうです。

Grafana に正規表現の自動エスケープと書式設定を行わせたくない場合は、以下のいずれかを実行する必
要があります。

• [複数値] または [すべて含む] オプションオプションをオフにします。
• 未加工の変数形式を使用してください。

「すべて含む」オプション

GrafanaAll は変数ドロップダウンリストにオプションを追加します。ユーザーがこのオプションを選択
すると、すべての変数オプションが選択されます。

全値をカスタム

このオプションは、「すべて含める」オプションが選択されている場合にのみ表示されます。

「すべての値をカスタマイズ」フィールドに正規表現、グロブ、または Lucene 構文を入力して、Allオ
プションの値を定義します。

デフォルトでは、All値には結合式のすべてのオプションが含まれます。これは非常に長くなり、パ
フォーマンス上の問題が発生する可能性があります。ワイルドカード正規表現のように、カスタムのall値
を指定した方が良い場合もあります。

Custom all value オプションにカスタムの正規表現、グロブ、または Lucene 構文を含めるには、エスケー
プされないので、データソースにとって有効な値は何かを考える必要があります。

グローバル変数

Grafana には、クエリエディターの式で使用できるグローバル組み込み変数があります。このトピックで
は、それらをアルファベット順にリストし、定義しています。これらの変数は、クエリ、ダッシュボード
リンク、パネルリンク、およびデータリンクに役立ちます。

$__ダッシュボード

この変数は、現在のダッシュボードの名前です。

$__送信元と$__送信先
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Grafana には、$__fromと 2$__to つの時間範囲変数が組み込まれています。現在のところ、デフォルト
では常にエポックミリ秒として補間されますが、日付のフォーマットを制御できます。

構文 結果の例 説明

${__from} 1594671549254 Unix ミリ秒エポック

${__from:date} 2020-07-13T 20:19:09 .254Z 引数なし、デフォルトは ISO 
8601/RFC 3339

${__from:date:iso} 2020-07-13T 20:19:09 .254Z ISO 8601/RFC 3339

${__from:date:seconds} 1594671549 UNIX セカンドエポック

${__from:date:YYYY-MM} 2020-07 次の文字を含まない任意のカス
タム日付形式

上記の構文はでも動作します${__to}。

$__インターバル

$__intervalこの変数は、時間 (InfluxDB、MySQL、Postgres、MSSQL の場合)、日付のヒストグラム
間隔 (Elasticsearch の場合) でグループ化するパラメーターとして、または要約関数のパラメーター (グラ
ファイトの場合) として使用できます。

Grafana は、クエリ内の時間別にグループ化するために使用できる間隔を自動的に計算します。データポ
イントの数がグラフに表示しきれない場合は、間隔を大きくしてグループ化することでクエリを効率化
できます。たとえば、3 か月分のデータのグラフを見ている場合、分単位では詳細を確認できない場合が
あります。時間または日でグループ化すると、グラフの表示に影響を与えずにクエリの効率が上がりま
す。$__intervalは、時間範囲とグラフの幅 (ピクセル数) を使用して計算されます。

おおよその計算:(to - from) / resolution

たとえば、時間範囲が1時間で、グラフが全画面表示の場合、間隔は次のように計算されます。ポイント
は2分間隔でグループ化されます。2m期間が 6 か月で、グラフが全画面表示の場合、間隔は1d (1 日) にな
り、ポイントは日ごとにグループ化されます。

InfluxDB データソースでは、$intervalレガシー変数は同じ変数です。 $__interval代わりに使うべき
です。

InfluxDB と Elasticsearch のデータソースには、間隔をハードコーディングしたり、Group by time 
interval$__interval変数の最小制限を設定したりするために使用するフィールドがあります (->> 構
文を使用>10m)。

$__インターバル_ms

$__intervalこの変数はミリ秒単位の変数であり、時間間隔形式の文字列ではありません。たとえ
ば、20mがの場合$__interval、$__interval_msはです1200000。

$__org

この変数は現在の組織の ID です。 ${__org.name}は現在の組織の名前です。

$__ユーザー

${__user.id}現在のユーザーの ID です。 ${__user.login}現在のユーザーのログインハンドルで
す。 ${__user.email}現在のユーザーの電子メールです。

$__レンジ

280



Amazon Managed Grafana ユーザーガイド
ダッシュボード

現在、Prometheus と Loki のデータソースでのみサポートされています。この変数は、現在の
ダッシュボードの範囲を表します。で計算されますto - from。ミリ秒と秒単位の表現で、
「$__range_msand」と呼ばれます$__range_s。

$__レートインターバル

現在、Prometheus データソースでのみサポートされています。$__rate_intervalこの変数はレート関
数で使用するためのものです。

$タイムフィルターまたは $__タイムフィルター

$timeFilterこの変数は、現在選択されている時間範囲を式として返します。たとえば、Last 7 
days時間範囲間隔の式はですtime > now() - 7d。

これは以下のようないくつかの場所で使用されます。

• InfluxDB データソースの WHERE 句です。Grafana は、クエリエディターモードの場合、これを 
InfluxDB クエリに自動的に追加します。テキストエディターモードで手動で追加できます:WHERE 
$timeFilter.

• Azure Monitor データソースのログ分析クエリ。
• MySQL、Postgres、および MSSQL での SQL クエリ
• $__timeFilter変数は MySQL データソースで使用されます。

連鎖された変数

連鎖変数は、リンク変数またはネスト変数とも呼ばれ、変数クエリに他の変数が 1 つ以上含まれるクエリ
変数です。このセクションでは、連鎖変数の仕組みを説明し、連鎖変数を使用するダッシュボードの例へ
のリンクを提供します。

連鎖変数クエリはデータソースごとに異なりますが、前提はすべてのデータソースで同じです。連鎖変数
クエリは、それを許可するどのデータソースでも使用できます。

5レベルまたは10レベルの非常に複雑なリンクされたテンプレートダッシュボードが可能です。技術的に
は、どれだけ深く複雑にできるかに制限はありませんが、リンクが多いほど、クエリの負荷も大きくなり
ます。

ベスト・プラクティスとヒント

以下の方法により、ダッシュボードと変数を使いやすくなります。

新しいリンク変数の作成

• 変数を連鎖させると、親/子の依存関係が生まれます。はしごや木のように想像できます。
• 新しい連鎖変数を作成する最も簡単な方法は、新しい変数の基にする変数をコピーすることです。変数

リストで、変数エントリの右にある重複変数アイコンをクリックしてコピーを作成します。その後、親
変数のクエリに追加できます。

• この方法で作成された新しい変数は、リストの下部に表示されます。論理的な順序にするには、リスト
内の別の位置にドラッグする必要がある場合があります。

可変順序

各エントリの右側にある上下矢印をクリックして、ダッシュボード変数リスト内の変数の順序を変更でき
ます。Grafana はこのリストに従って変数ドロップダウンを左から右に表示し、変数は一番左上に表示さ
れます。

• 依存関係のない変数は、子変数の前に一番上にリストします。
• 各変数は、依存している変数の後に続く必要があります。
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• どの変数が依存関係にあるかは UI には表示されないことに注意してください。他のユーザー (および自
分) がわかりやすいように、変数を論理的な順序でリストします。

複雑性に関する考慮事項

変数の依存関係が多いほど、変数を変更した後のダッシュボードの更新にかかる時間が長くなります。

たとえば、一連のリンク変数（国、地域、サーバー、指標）があり、ルート変数の値（国）を変更した場
合、Grafana はダッシュボードのビジュアライゼーションを更新する前に、すべての従属変数に対してク
エリを実行する必要があります。

変数を管理

変数ページでは、変数を追加したり、既存の変数を管理したりできます。また、変数を調べて、変数が他
の変数やダッシュボードで参照 (または使用) されているかどうかを確認することもできます。

移動:ドラッグアンドドロップを使用して、変数をリストの上または下に移動できます。

複製:変数を複製するには、右側のアイコンセットから複製アイコンをクリックします。これにより、元の
変数の名前のプレフィックスが付いた変数のコピーが作成されますcopy_of_。

削除:変数を削除するには、右側のアイコンセットからゴミ箱アイコンをクリックします。

正規表現による変数のフィルタリング

Regex Query オプションを使用して、変数クエリによって返されるオプションのリストをフィルタリング
するか、返されるオプションを変更します。

このページでは、正規表現を使用して変数ドロップダウンの値をフィルタリング/変更する方法を示しま
す。

正規表現クエリオプションを使用して、変数クエリによって返されるオプションのリストをフィルタリン
グするか、返されるオプションを変更します。詳細については、正規表現に関する Mozilla ガイドを参照
してください。

次の例は、次のオプションリストでのフィルタリングを示しています。

backend_01
backend_02
backend_03
backend_04

0102またはで終わるオプションだけが返されるようにフィルタリングします

正規表現例:

/
(
01|02  
)  
$/

結果:

backend_01
backend_02

正規表現キャプチャグループを使用してオプションをフィルタリングおよび変更し、テキストの一部を返
します
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正規表現例:

/.*  
(
01|02  
)
/

結果:

01
02

フィルターと変更-Prometheus 例

オプションのリスト:

up{instance="demo.robustperception.io:9090",job="prometheus"} 1 1521630638000
up{instance="demo.robustperception.io:9093",job="alertmanager"} 1 1521630638000
up{instance="demo.robustperception.io:9100",job="node"} 1 1521630638000

正規表現例:

/. *instance="
(
[^"]*
)
.*/

結果:

demo.robustperception.io:9090
demo.robustperception.io:9093
demo.robustperception.io:9100

名前付きのテキストと値キャプチャグループを使用してフィルター処理と変更を行います

名前付きキャプチャグループを使用すると、変数クエリによって返されるオプションから「テキスト」と
「値」の部分を個別にキャプチャできます。これにより、変数ドロップダウンリストに、選択可能な各値
のわかりやすい名前を含めることができます。

たとえば、node_hwmon_chip_names Prometheus メトリクスをクエリする場合、chip_namechipの値
よりもの方がはるかにわかりやすくなります。そのため、次のような変数クエリ結果になります。

node_hwmon_chip_names{chip="0000:d7:00_0_0000:d8:00_0",chip_name="enp216s0f0np0"} 1
node_hwmon_chip_names{chip="0000:d7:00_0_0000:d8:00_1",chip_name="enp216s0f0np1"} 1
node_hwmon_chip_names{chip="0000:d7:00_0_0000:d8:00_2",chip_name="enp216s0f0np2"} 1
node_hwmon_chip_names{chip="0000:d7:00_0_0000:d8:00_3",chip_name="enp216s0f0np3"} 1

次の正規表現を通過しました。

/chip_name="(?<text>[ ^ " ] + ) |chip=" (?<value >[ ^ " ] + )/g

次のドロップダウンリストが生成されます。

Display Name          Value
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------------          -------------------------
enp216s0f0np0         0000:d7:00_0_0000:d8:00_0
enp216s0f0np1         0000:d7:00_0_0000:d8:00_1
enp216s0f0np2         0000:d7:00_0_0000:d8:00_2
enp216s0f0np3         0000:d7:00_0_0000:d8:00_3

textvalueとキャプチャグループ名のみがサポートされています。

変数ページでは、変数が他の変数やダッシュボードで参照 (または使用) されているかどうかを簡単に識別
できます。

参照または使用されている変数の横には緑色のチェックマークが表示され、参照されていない変数の横に
はオレンジ色の注意アイコンが表示されます。さらに、参照されているすべての変数には、緑色のチェッ
クマークの横に依存関係アイコンが表示されます。アイコンを選択すると、依存関係マップを表示できま
す。依存関係マップは移動できます。マウスホイールまたは同等の操作でズームインまたはズームアウト
できます。

可変構文

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

パネルタイトルとメトリッククエリは、2 つの異なる構文を使用して変数を参照できます。

• $varname— この構文は読みやすいですが、単語の途中で変数を使用することはできません。

例: apps.frontend.$server.requests.count
• ${var_name}— この構文は、式の途中で変数を使用する場合に使用します。
• ${var_name:<format>}— この形式を使用すると、Grafana が値を解釈する方法をさらに制御できま

す。詳細については、「高度な変数フォーマットオプション」を参照してください。
• [[varname]]— 使用しないでください。この構文は古く、廃止されました。これは、future のリリー

スでは削除されます。

クエリがデータソースに送信される前に、クエリが補間されます。つまり、変数は現在の値に置き換えら
れます。補間中、クエリ言語の構文とその使用場所に合わせて、変数値がエスケープされることがありま
す。たとえば、InfluxDB または Prometheus クエリの正規表現で使用される変数は、正規表現がエスケー
プされます。

高度な変数フォーマットオプション

変数補間のフォーマットはデータソースによって異なりますが、デフォルトのフォーマットを変更したい
場合もあります。

たとえば、MySQL データソースのデフォルトは、複数の値をカンマで区切って引用符で結合することで
す'server01','server02'。場合によっては、引用符なしでカンマ区切りの文字列を使用することが必
要になる場合がありますserver01,server02。これを実現するには、以下に示す高度な変数フォーマッ
トオプションを使用します。

一般的な構文

構文: ${var_name:option}

glob無効なフォーマットオプションが指定されている場合、がデフォルト/フォールバックオプションに
なります。

CSV
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複数の値を持つ変数をカンマ区切りの文字列としてフォーマットします。

servers = [ 'test1',  'test2' ]
String to interpolate:  '${servers:csv}'
Interpolation result:  'test1,test2'

分散型-OpenTSDB

OpenTSDBのカスタムフォーマットで複数の値を持つ変数をフォーマットします。

servers = [ 'test1',  'test2' ]
String to interpolate:  '${servers:distributed}'
Interpolation result:  'test1,servers=test2'

二重引用符

単一値変数と複数値の変数をカンマで区切られた文字列にフォーマットし、各値を x"\" でエスケープ
し、"各値をで引用します。

servers = [ 'test1',  'test2' ]
String to interpolate:  '${servers:doublequote}'
Interpolation result:  '"test1","test2"'

グローブ-グラファイト

複数の値を持つ変数をグロブにフォーマットします (Graphiteクエリ用)。

servers = [ 'test1',  'test2' ]
String to interpolate:  '${servers:glob}'
Interpolation result:  '{test1,test2}'

JSON

複数の値を持つ変数をカンマ区切りの文字列としてフォーマットします。

servers = [ 'test1',  'test2' ]
String to interpolate:  '${servers:json}'
Interpolation result:  '["test1", "test2"]'

Lucene-エラスティックサーチ

複数の値を持つ変数を Elasticsearch 用の Lucene フォーマットでフォーマットします。

servers = [ 'test1',  'test2' ]
String to interpolate:  '${servers:lucene}'
Interpolation result:  '("test1" OR "test2")'

パーセンテージエンコード

単一値変数と複数値変数を URL パラメータで使用できるようにフォーマットします。

servers = [ 'foo()bar BAZ',  'test2' ]
String to interpolate:  '${servers:percentencode}'
Interpolation result:  'foo%28%29bar%20BAZ%2Ctest2'

パイプ
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複数の値を持つ変数を、パイプで区切られた文字列にフォーマットします。

servers = [ 'test1.',  'test2' ]
String to interpolate:  '${servers:pipe}'
Interpolation result:  'test1.|test2'

未加工

SQL クエリの一重引用符など、データソース固有のフォーマットをオフにします。

servers = [ 'test.1',  'test2' ]
String to interpolate:  '${var_name:raw}'
Interpolation result:  'test.1,test2'

[Regex] (正規表現)

複数の値を持つ変数を正規表現文字列にフォーマットします。

servers = [ 'test1.',  'test2' ]
String to interpolate:  '${servers:regex}'
Interpolation result:  '(test1\.|test2)'

一重引用符

単一値変数と複数値の変数をカンマで区切られた文字列にフォーマットし、各値を x'\' でエスケープ
し、'各値をで引用します。

servers = [ 'test1',  'test2' ]
String to interpolate:  '${servers:singlequote}'
Interpolation result:  "'test1','test2'"

Sqlstring

単一値変数と複数値の変数をカンマで区切られた文字列にフォーマットし、各値を x''' でエスケープ
し、'各値をで引用します。

servers = [ "test'1",  "test2" ]
String to interpolate:  '${servers:sqlstring}'
Interpolation result:  "'test''1','test2'"

[Text] (テキスト)

単一値および複数値の変数をテキスト表現にフォーマットします。単一の変数の場合、テキスト表現を返
すだけです。多値変数の場合は、と組み合わせたテキスト表現を返します+。

servers = [ "test1",  "test2" ]
String to interpolate:  '${servers:text}'
Interpolation result:  "test1 + test2"

クエリパラメータ

単一値変数と複数値の変数をクエリパラメータ表現にフォーマットします。例: var-foo=value1&var-
foo=value2

servers = [ "test1",  "test2" ]
String to interpolate:  '${servers:queryparam}'
Interpolation result:  "var-servers=test1&var-servers=test2"
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ダッシュボードの使用状況の評価

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

使用状況に関するインサイトにより、Grafana インスタンスがどのように使用されているかをより深く理
解できます。

Note

Grafana エンタープライズで利用できます。Grafana Cloud のインサイトログには、独自のダッ
シュボードを備えた追加フィールドが含まれます。

使用状況分析機能は、多数の集計データを収集してデータベースに保存します。

• ダッシュボードビュー (集計およびユーザーごと)
• データソースエラー
• データソースクエリ

集約されたデータから、ダッシュボードとデータソースのインサイト、プレゼンスインジケーター、イン
サイトデータを使用したダッシュボードのソート、ダッシュボードでの利用状況インサイトデータの視覚
化など、いくつかの機能にアクセスできます。

この機能では、Loki にエクスポートできる詳細なログも生成されます。

ダッシュボードとデータソースの洞察
すべてのダッシュボードとデータソースについて、使用状況情報にアクセスできます。

ダッシュボードインサイト
Note

Grafana エンタープライズで利用できます。

ダッシュボードの使用状況情報を確認するには、上部バーの [ダッシュボードインサイト] をクリックしま
す。

ダッシュボードインサイトには、次の情報が表示されます。

• 統計:過去 30 日間の毎日のクエリとエラーの数。
• ユーザーとアクティビティ:過去 30 日間のデイリービュー数、ダッシュボードでの最後のアクティビ

ティと最近のユーザー (上限は 20 人)。

データソースインサイト
Note

Grafana エンタープライズで利用できます。

データソースインサイトは、過去 30 日間のデータソースの使用状況に関する次のような情報を提供しま
す。

• 1 日
• 1 日
• 1 日あたりのクエリ読み込み時間 (ミリ秒単位の平均)
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データソースに関するインサイトを見つけるには:

1. データソースリストビューに移動します。
2. [データソース] をクリックします。
3. 「インサイト」タブをクリックします。

プレゼンスインジケーター
Note

Grafana エンタープライズで利用できます。

サインインしてダッシュボードを見ると、最近ダッシュボードを操作したユーザーのアバターを表示する
プレゼンスインジケーターを使用して、自分と同じダッシュボードを誰が閲覧しているかを知ることがで
きます。デフォルトの時間枠は 10 分です。ユーザーの名前を確認するには、ユーザーのアバターにカー
ソルを合わせます。アバターは、ユーザーのメールアドレスに基づいてGravatarから取得されます。

ダッシュボードのアクティブユーザーの数がプレゼンスインジケーターに収まらない場合は、+X アイコン
をクリックします。これを行うと、最近のユーザーアクティビティに関する詳細を含むダッシュボードイ
ンサイトが開きます。

インサイトデータを使用してダッシュボードをソートする
Note

Grafana エンタープライズで利用できます。

検索ビューでは、インサイトデータを使用して、使用頻度の高いダッシュボード、壊れているダッシュ
ボード、未使用のダッシュボードを見つけることができます。

• エラー合計容量
• 30 日
• ビュー合計ビュー
• ビュー

Grafana バージョン 9 でのダッシュボードの検索

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

ダッシュボードは、ダッシュボード名とパネルタイトルで検索できます。ダッシュボードを検索すると、
ダッシュボードの内容を表示する権限がない場合でも、システムは Grafana インスタンス内で使用可能な
すべてのダッシュボードを返します。

ダッシュボード名を使用してダッシュボードを検索する
検索バーに、ダッシュボード名の任意の部分を入力します。検索では、入力した文字列の一部に一致した
結果がリアルタイムで返されます。

ダッシュボード検索は以下のとおりです。

• リアルタイム
• 大文字と小文字を区別しない
• 保存されているダッシュボードとファイルベースのダッシュボードの両方で機能します。
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Tip

キーボードの矢印キーを使用して結果をナビゲートし、Enterを押して選択したダッシュボード
を開くことができます。

パネルタイトルを使用してダッシュボードを検索する

ダッシュボードに表示されるパネルのタイトルでダッシュボードを検索できます。パネルのタイトルが検
索クエリと一致すると、ダッシュボードが検索結果に表示されます。

ダッシュボードの検索結果をタグで絞り込む

タグは、特にダッシュボードの数が増えるにつれて、ダッシュボードを整理するのに最適な方法で
す。ダッシュボード設定でタグを追加および管理できます。

複数のタグを選択すると、Grafana は選択したすべてのタグを含むダッシュボードを表示します。

[DATAG] に、以下のいずれかのステップを実行します。

• ダッシュボードの検索結果をタグで絞り込むには、検索結果の右側の列に表示されるタグを選択しま
す。

追加のタグを選択することで、引き続きフィルタリングできます。
• 使用可能なすべてのタグのリストを表示するには、「Filter by tags」ドロップダウンメニューをクリッ

クしてタグを選択します。

すべてのタグが表示され、タグを選択すると、ダッシュボード検索が即座にフィルタリングされます。

Tip

キーボードのみを使用する場合は、キーを押して [Filter by tag] ドロップダウンメニューに移動
し、下矢印キーを押してメニューをアクティブにしてタグを見つけ、Enterを押してタグを選択
します。tab

Grafana バージョン 9 のパネルとビジュアライゼー
ション

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

パネルは Grafana の基本的なビジュアライゼーションビルディングブロックです。各パネルには、パネル
で選択したデータソース固有のクエリエディターがあります。クエリエディターでは、視覚化したいデー
タを返すクエリを作成できます。

各パネルには、さまざまなスタイルとフォーマットのオプションがあります。パネルをドラッグ、ドロッ
プ、サイズ変更して、ダッシュボード上で再配置できます。

パネルを追加する前に、データソースが設定されていることを確認してください。

• 特定のデータソースの使用方法の詳細については、を参照してくださいデータソース (p. 55)。

トピック
• パネルデータのエディデータのデータのデータのデータの (p. 290)
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• パネルオプションの設定 (p. 291)
• 標準オプションの設定 (p. 293)
• データのクエリと変換 (p. 296)
• しきい値の設定 (p. 321)
• データリンクの設定 (p. 323)
• フィールドオーバーライドの設定 (p. 325)
• 値マッピングの設定 (p. 328)
• 凡例の表示 (p. 331)
• 計算タイプ (p. 332)
• ビジュアライゼーションに注釈を付ける (p. 333)
• パネル検査ビュー (p. 334)
• Grafana バージョン 9 で利用できるビジュアライゼーション (p. 336)

パネルデータのエディデータのデータのデータのデータの

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

このセクションでは、Grafana パネルエディターの領域について説明します。

• パネルヘッダー:ヘッダーセクションには、パネルが表示されるダッシュボードと以下のコントロールが
表示されます。
• ダッシュボード設定 (歯車) アイコン:クリックしてダッシュボード設定にアクセスします。
• 破棄:ダッシュボードを最後に保存してからパネルに加えた変更を破棄します。
• 保存:パネルデータのデータを保存します。
• 適用:行った変更を適用してパネルエディターを閉じ、ダッシュボードに戻ります。適用した変更を保

存するには、ダッシュボードを保存する必要があります。
• ビジュアライゼーションプレビュー:ビジュアライゼーションプレビューセクションには次のオプション

があります。
• テーブルビュー:あらゆるビジュアライゼーションをテーブルに変換して、データが見えるようにしま

す。テーブルビューはトラブルシューティングに役立ちます。このビューには未処理のデータのみが
含まれています。データに適用した可能性のある変換や、テーブルビジュアライゼーションで使用で
きるフォーマットオプションは含まれていません (p. 375)。

• フィル:ビジュアライゼーションプレビューが空きスペースを埋めます。サイドペインの幅または下
部ペインの高さを変更すると、使用可能なスペースに合わせてビジュアライゼーションが変更されま
す。

• 実績:ビジュアライゼーションプレビューのサイズは、ダッシュボードのサイズとまったく同じになり
ます。十分なスペースがない場合は、アスペクト比を維持したままビジュアライゼーションが縮小さ
れます。

• 時間範囲コントロール:デフォルトは、ブラウザのローカルタイムゾーンまたは上位レベルで選択され
たタイムゾーンのいずれかです。

• データセクション:データセクションには、クエリを入力したり、データを変換したり、アラートルール
を作成したり (該当する場合) タブがあります。
• 「クエリ」タブ:データソースを選択し、ここにクエリを入力します。
• [変換] タブ:データ変換を適用します。
• 「アラート」タブ:アラートルールを記述します。

• パネル表示オプション:表示オプションセクションには、データ視覚化のほぼすべての側面を設定するタ
ブがあります。
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パネル検査用ドロワーを開く
検査用ドロワーは、パネルの理解とトラブルシューティングに役立ちます。任意のパネルの未加工データ
を表示したり、そのデータをカンマ区切り値 (CSV) ファイルにエクスポートしたり、クエリリクエストを
表示したり、パネルとデータ JSON をエクスポートしたりできます。

注:すべてのパネルタイプにすべてのタブが含まれるわけではありません。たとえば、
ダッシュボードのリストパネルには検査する生データがないため、[統計]、[データ]、ま
たは [クエリ] タブは表示されません。

パネルインスペクタデータのインスペクタデータのタイプ

• パネル検査用ドロワーが表示され、右側のドロワーが開きます。右上隅の矢印をクリックして、ドロ
ワーペインを拡大または縮小します。

• データタブ- 変換が適用されたクエリによって返された未加工データが表示されます。オーバーライド
や値のマッピングなどのフィールドオプションは、デフォルトでは適用されません。

• 「統計」タブ- クエリにかかった時間と返される量が表示されます。
• JSON タブ- パネル JSON、パネルデータ JSON、およびデータフレーム構造 JSON を表示およびコ

ピーできます。これは、Grafana をプロビジョニングまたは管理する場合に便利です。
• クエリタブ- Grafana がデータソースをクエリしたときに送信されるサーバーへのリクエストを表示しま

す。
• エラータブ- エラーが表示されます。クエリがエラーを返した場合にのみ表示されます。

パネルオプションの設定

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

Grafana パネルは、データソースクエリを定義したり、ビジュアライゼーションに表示されるデータを変
換したりフォーマットしたりするために使用するユーザーインターフェイスです。

パネルエディターには、データを変換したり、パネルに情報を追加したりするために使用できるクエリビ
ルダーと一連のオプションが含まれています。

このトピックでは、次の方法について説明します。

• パネルを開いて編集する
• パネルのタイトルと説明を追加する
• パネルの JSON モデルを表示する
• 繰り返し行とパネルを追加

パネルを編集する
パネルをダッシュボードに追加すると、いつでもそのパネルを開いて、クエリの変更、変更、更新、デー
タ変換の追加、および視覚化設定の変更を行うことができます。

1. 編集するパネルを含むダッシュボードを開きます。
2. パネルの任意の部分にカーソルを合わせると、右上隅にアクションメニューが表示されます。
3. メニューをクリックし、[編集] を選択します。

キーボードショートカットを使用してパネルを開くには、パネルにカーソルを合わせ、e キーを押しま
す。
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パネルが編集モードで開きます。

パネルへのタイトルと説明の追加

パネルにタイトルと説明を追加して、ビジュアライゼーションに関する重要な情報をユーザーと共有でき
ます。たとえば、説明を使用してビジュアライゼーションの目的を文書化してください。

1. パネルを編集します。
2. パネル表示オプションペインで、パネルオプションセクションを探します。
3. タイトルを入力します。

このフィールドに入力されたテキストは、パネルエディターとダッシュボードのパネル上部に表示され
ます。

4. パネルと表示しているデータの説明を記入してください。

このフィールドに入力されたテキストはパネルの左上隅にある、ツールチップに表示されます。

「タイトル」フィールドと「説明」フィールドで定義した変数は使用できますが (p. 273)、グローバ
ル変数は使用できません (p. 279)。

パネルの JSON モデルを表示する

パネル、パネルデータ、データフレームの JSON モデルを検索してエクスポートできます。

1. パネルを含むダッシュボードを開きます。
2. パネルの任意の部分にカーソルを合わせると、右上隅にアクションメニューが表示されます。
3. メニューをクリックし、「検査」>「JSON パネル」を選択します。
4. [Select source] フィールドで、次のいずれかのオプションを選択します。

• パネル JSON: パネルを表す JSON オブジェクトを表示します。
• パネルデータ:パネルに渡されたデータを表す JSON オブジェクトを表示します。
• DataFrame structure: 変換、フィールド設定、オーバーライド設定が適用された未処理の結果セット

を表示します。
5. JSON を確認するには、> をクリックして JSON モデルの一部を展開または折りたたみます。

リピートパネルの設定

パネルまたは行をダッシュボードに動的に追加するように Grafana を設定できます。動的パネルは、シス
テムが変数の値に基づいて作成するパネルです。変数は、ダッシュボードのすべてのパネルでクエリを動
的に変更します。

Note

パネルを繰り返し表示するには、変数で 1 つ以上の項目を選択する必要があります。パネルを 0 
回繰り返して非表示にすることはできません。

開始する前に:

• クエリに複数値の変数が含まれていることを確認してください。

リピートパネルを設定するには:

1. リピートしたいパネルを編集します。
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2. 表示オプションペインで、パネルオプション > リピートオプションをクリックします。
3. 方向を選択します。

• パネルを並べるには、水平を選択してください side-by-side。Grafana は繰り返されるパネルの幅を
調整します。現在のところ、同じ行に他のパネルを重ねて表示することはできません。

• パネルを 1 列に並べるには、[垂直] を選択します。リピートパネルの幅は、元のリピートパネルの幅
と同じです。

4. 変更をすべてのパネルに反映するには、ダッシュボードをリロードします。

標準オプションの設定

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

Grafana で使用されているデータモデルは、時系列とテーブルクエリ結果の両方を統合する列指向のテー
ブル構造です。この構造内の各列はフィールドと呼ばれます。フィールドは、単一の時系列またはテーブ
ル列を表すことができます。

フィールドオプションを使用すると、ビジュアライゼーションでのデータの表示方法を変更できます。
適用するオプションとオーバーライドはデータを変更せず、Grafana がデータを表示する方法を変更しま
す。オプションを変更すると、すべてのフィールド、つまりすべての系列または列に適用されます。たと
えば、単位をパーセンテージに変更すると、数値を含むすべてのフィールドがパーセンテージで表示され
ます。

フィールドフォーマットオプションの詳細なリストについては、「標準オプション定義 (p. 293)」を参照
してください。

Note

ほとんどのビルトイン Grafana パネルに標準オプションを適用できます。新しいパネルとデータ
モデルに更新されていない古いパネルやコミュニティパネルには、これらのフィールドオプショ
ンのすべてまたは一部が欠落しているものがあります。

1. ダッシュボードを開き、パネルタイトルをクリックして、[編集] をクリックします。
2. パネル表示オプションペインで、標準オプションセクションを探します。
3. 適用する標準オプションを選択します。
4. 変更をプレビューするには、編集中のフィールドオプションボックスの外側をクリックするか、Enter

キーを押します。

標準オプションの定義

このセクションでは、使用可能なすべての標準オプションについて説明します。

ほとんどのビルトイン Grafana パネルに標準オプションを適用できます。新しいパネルとデータモデルに
更新されていない古いパネルやコミュニティパネルには、これらのフィールドオプションのすべてまたは
一部が欠落しているものがあります。

ほとんどのフィールドオプションは、編集中のフィールドオプションボックスの外側をクリックする
か、Enter キーを押すまでビジュアライゼーションに影響しません。

Note

すべてのビジュアライゼーションのオプションの追加と拡張に常に取り組んでいるため、すべて
のビジュアライゼーションですべてのオプションを利用できるとは限りません。
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単位

フィールドで使用する単位を選択できます。「単位」フィールドをクリックし、目的の単位が見つかるま
でドリルダウンします。選択した単位は、時間以外のすべてのフィールドに適用されます。

カスタムユニット

単位ドロップダウンを使用して、カスタム単位、カスタムのプレフィックスまたはサフィックス、および
日時形式を指定することもできます。

カスタム単位を選択するには、単位を入力し、ドロップダウンで最後の Custom: xxx オプションを選択し
ます。

• サフィックス:<suffix>値の後に付ける必要があるカスタムユニット用。
• プレフィックス:<prefix>値の前に置くべきカスタムユニット用。
• 時間:<format>カスタムの日時フォーマットの場合は、たとえば time: yyyy-MM-DD と入力しま

す。フォーマットの構文とオプションについては、「フォーマット」を参照してください。
• si: <base scale><unit characters>カスタム SI 単位用。例:si: Fm。これは、単位とソースデータスケール

の両方を指定できるので、もう少し高度です。したがって、ソースデータがミリ（数千）として表され
る場合は、単位の前にその SI スケール文字を付けます。

• count: <unit>カスタムカウント単位用。
• 通貨:<unit>カスタムの場合は通貨単位。

ネイティブの絵文字をユニットピッカーに貼り付けて、カスタムユニットとして選択することもできま
す。

文字列ユニット

Grafana では、文字列を解析して数値として表示する処理が厳しすぎる場合があります。元の文字列値を
表示するように Grafana を設定するには、フィールドオーバーライドを作成し、String 単位の単位プロパ
ティを追加します。

分

パーセンテージしきい値の計算に使用される最小値を設定できます。空白のままにすると、すべてのシ
リーズとフィールドに基づいてauto 計算されます。

Max

パーセンテージしきい値の計算に使用される最大値を設定できます。空白のままにすると、すべてのシ
リーズとフィールドに基づいてauto 計算されます。

小数

Grafana がレンダリング値に含める小数点以下の数を指定します。このフィールドを空白のままにする
と、Grafana によって、値が自動的に切り捨てられます。たとえば、1.1234 は 1.12 と表示され、100.456 
は 100 と表示されます。

小数点以下をすべて表示するには、単位を String に設定します。

Display name (表示名)

すべてのフィールドの表示タイトルを設定できます。変数を使用できます (p. 273)。

複数の統計、フィールド、またはシリーズが表示されている場合、このフィールドは各統計のタイトルを
制御します。$ {__field.name} などの式を使用して、シリーズ名またはタイトル内のフィールド名のみを使
用できます。
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フィールドの名前が Temp で、ラベルが {"Loc"=" PBI」、「Sensor」= "3"}

式の構
文

例 にレン
ダリン
グしま
す

説明

$ {__
フィー
ルド.表
示名}

構文
と同
じ

温度 
{loc= 
"PBI」、
セン
サー= 
"3"}

フィールド名と {} のラベルを表示します（存在する場合）。レスポンスに
ラベルキーが 1 つしかない場合、Grafana はラベルの値を括弧なしで表示し
ます。

$ {__
フィー
ルド名}

構文
と同
じ

Temp フィールドの名前が表示されます (ラベルなし)。

$ 
{__field.labels}

構文
と同
じ

ロー
カル
=「PBI」、
セン
サー= 
"3"

名前なしでラベルを表示します。

$ 
{__field.labels.x}

$ 
{__Field.labels.loc}

PBI 指定したラベルキーの値を表示します。

$ {__
フィー
ルド.ラ
ベル。 
__値}

構文
と同
じ

PBI、3 ラベルの値をカンマで区切って表示します (ラベルキーは除く)。

特定のフィールドの式をレンダリングした後の値が空の文字列の場合は、デフォルトの表示方法が使用さ
れます。

カラースキーム

色オプションとそのビジュアライゼーションへの影響は、使用しているビジュアライゼーションによって
異なります。ビジュアライゼーションによっては、色のオプションが異なります。

1 つの色を指定することも、値に基づいて連続 (グラデーション) 配色を選択することもできます。連続カ
ラーでは、最小値と最大値に対する値のパーセンテージを使用して色を補間します。

以下のパレットのいずれかを選択します。

カラーモード 説明

シングルカ
ラー

単色を指定してください。オーバーライドルールに便利です

しきい値から 一致するしきい値から色を取得するように Grafana に通知します

クラシックパ
レット

Grafana は、シリーズインデックスでパレット内の色を検索して色を割り当てます。グ
ラフ、円グラフ、その他のカテゴリデータの視覚化に役立ちます
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カラーモード 説明

緑-黄-赤 (値別) 連続カラースキーム

青-黄-赤 (値別) 連続カラースキーム

ブルース (値
別)

連続配色 (パネルの背景を青に)

赤字 (値別) 連続配色 (パネルの背景色を青に)

グリーン (金額
別)

連続配色 (パネルの背景色を青に)

紫 (値順) 連続配色 (パネルの背景色を青に)

値なし

フィールド値が空または null の場合は、Grafana で何を表示するかを入力します。デフォルトの値はハイ
フン (-) です。

データのクエリと変換

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

Grafana は多くの種類のデータソースをサポートしています (p. 55)。データソースクエリは、Grafana
が変換して視覚化できるデータを返します。各データソースは独自のクエリ言語を使用し、データソー
スプラグインはそれぞれ、クエリエディターと呼ばれるクエリ構築ユーザーインターフェイスを実装しま
す。

クエリについて

Grafana パネルはクエリを介してデータソースと通信し、クエリは可視化用のデータを取得します。クエ
リは、データソースが使用するクエリ言語で記述された質問です。

クエリの頻度とデータ収集の制限は、パネルのデータソースオプションで設定できます。Grafana は、パ
ネルあたり最大 26 のクエリをサポートします。

各データソースのクエリ言語の詳細については、「データソース (p. 55)」セクションを参照してくださ
い。

クエリーエディター

各データソースのクエリエディターには、独自の機能を活用するクエリを作成するのに役立つカスタマイ
ズされたユーザーインターフェイスが用意されています。

クエリ言語が異なるため、データソースクエリエディターの外観と機能はそれぞれ異なります。データ
ソースによっては、クエリエディターにオートコンプリート機能、指標名、変数候補、または視覚的なク
エリ作成インターフェイスが用意されている場合があります。

特定のデータソースの独自のクエリエディター機能の詳細については、そのドキュメントを参照してくだ
さい。

• Grafana に含まれるデータソースについては、「組み込みデータソース (p. 58)」を参照してくださ
い。
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• Grafana Enterprise エディションに含まれるデータソースについては、を参照してくださいGrafana エン
タープライズで利用可能なデータソース (p. 192)。

クエリ構文

データソースは、さまざまなクエリ言語を使用してデータをリクエストします。特定のデータソースの固
有のクエリ言語の詳細については、そのドキュメントを参照してください。

PostgreSQL の例:

SELECT hostname FROM host WHERE region IN($region)

プロムQL の例:

query_result(max_over_time(<metric>[${__range_s}s]) != <state>)

特別なデータソース

Grafana には、Grafana、Mixed、ダッシュボードという 3 つの特別なデータソースも含まれています。詳
細については、「データソース」を参照してください。

「クエリ」タブをナビゲートする
パネルの。

• データソースセレクター — クエリするデータソースを選択します。
• クエリオプション:— 最大データ取得パラメータとクエリ実行時間間隔を設定します。
• クエリインスペクターボタン:— クエリインスペクターパネルを開き、クエリを表示して最適化できま

す。
• クエリエディターリスト:— 作成したクエリを一覧表示します。
• エクスプレッション:— エクスプレッションビルダを使用してアラートエクスプレッションを作成しま

す。式の詳細については、「式クエリの記述 (p. 299)」を参照してください。

クエリを追加します
クエリは、Grafana がダッシュボードパネルに視覚化するデータを返します。パネルを作成する
と、Grafana はデフォルトのデータソースを自動的に選択します。

クエリを追加するには

1. クエリを追加するパネルを編集します。
2. [Queries] (クエリ) タブを開きます。
3. [データソース] ドロップダウンメニューを選択し、データソースを選択します。
4. クエリオプションを選択して、必要なデータポイントの最大数を設定します。クエリオプションの詳

細については、「クエリオプション (p. 298)
5. クエリエディタを使用してクエリを記述します。
6. [Apply] (適用) を選択します。

Grafana はデータソースをクエリし、データを視覚化します。

クエリを管理
Grafana はクエリを折りたたみ可能なクエリ行に整理します。各クエリ行にはクエリエディターが含まれ
ており、文字 (A、B、C など) で識別されます。
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クエリを管理するには、クエリをコピーしたり、クエリを非表示にしたり、クエリを削除したり、クエリ
を並べ替えたり、クエリエディタのヘルプを切り替えたりできます。

クエリオプション

データソースセレクターの横にある [クエリオプション] を選択すると、選択したデータソースの設定が表
示されます。ここで行った変更は、このパネルで行ったクエリにのみ影響します。

Grafana はダークグレーのテキストで表示されるデフォルトを設定します。変更は白いテキストで表示さ
れます。フィールドをデフォルト設定に戻すには、フィールドから白いテキストを削除します。

パネルデータソースクエリオプションには以下が含まれます。

• 最大データポイント — データソースがサポートしている場合、返される各シリーズのデータポイント
の最大数を設定します。クエリが最大データポイントの設定よりも多くのデータポイントを返す場合、
データソースは、平均値、最大値、または別の関数でそれらを集計して、返されるポイントの数を減ら
します。

ポイント数を制限してクエリのパフォーマンスを向上させたり、視覚化された線を滑らかにしたりでき
ます。デフォルト値はグラフの幅 (またはピクセル数) です。これは、グラフパネルに表示できるデータ
ポイントの数だけを視覚化できるためです。

ストリーミングデータでは、Grafana はローリングバッファの最大データポイント値を使用します。ス
トリーミングは連続的なデータフローであり、バッファリングはストリームをチャンクに分割します。
たとえば、Lokiはライブテーリングモードでデータをストリーミングします。

• 最小間隔 — 自動的に計算される間隔の最小制限を設定します。これは通常、最小スクレイプ間隔です。
データポイントが 15 秒ごとに保存される場合、それよりも間隔を短くしてもメリットはありません。
また、これをスクレイプ間隔よりも高い最小値に設定して、より粗度で正常に機能するクエリを取得す
ることもできます。

• 間隔 — データポイントを時間別に集約またはグループ化するときに使用できる期間を設定します。

Grafana は、テンプレート化されたクエリの変数として使用できる適切な間隔を自動的に計算します。
変数は秒 ($__interval) またはミリ秒 ($__interval_ms) で測定されます。

区間は通常、合計や平均などの集計関数で使用されます。たとえば、これは間隔変数を使用する 
Prometheusrate(http_requests_total[$__interval]) クエリです。

この自動間隔は、グラフの幅に基づいて計算されます。ユーザーがビジュアライゼーションをズームア
ウトすると、間隔が長くなり、より粗い集計になります。同様に、ユーザーがズームインすると、間隔
が短くなり、よりきめ細かな集計が可能になります。

詳細については、「グローバル変数 (p. 279)」を参照してください。
• 相対時間 — 個々のパネルの相対的な時間範囲を上書きします。これにより、ダッシュボードの右上隅

にあるダッシュボードのタイムピッカーで選択されているものとは異なります。これを使用して、同じ
ダッシュボードにさまざまな期間または日の指標を表示できます。

Note

ダッシュボードの時間範囲が絶対値の場合、パネル時間のオーバーライドは効果がありませ
ん。

例 相対時間フィールド

最後の 5 分間 now-5m

これまでの日 now/d

過去 5 日間 now-5d/d
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例 相対時間フィールド

今週のこれまでのところ now/w

過去 2 年間 now-2y/y

• タイムシフト — タイムピッカーを基準にして開始と終了をシフトすることで、個々のパネルの時間範囲
をオーバーライドします。たとえば、パネルの時間範囲をダッシュボードのタイムピッカーよりも 2 時
間早くシフトできます。

Note

ダッシュボードの時間範囲が絶対値の場合、パネル時間のオーバーライドは効果がありませ
ん。

例 タイムシフトフィールド

過去 1 週間 1w/w

まるまる2週間前 2w/w

過去 1 か月間 1M/M

今年全体で 1d/y

過去 1 年間 1y/y

• キャッシュタイムアウト — (データソースで利用可能な場合のみ表示) 時系列ストアにクエリキャッシュ
がある場合、デフォルトのキャッシュタイムアウトをオーバーライドします。この値を秒単位の数値と
して指定します。

式クエリの記述

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

サーバー側の式を使用すると、クエリから返されたデータを数学やその他の演算で操作できます。式は新
しいデータを作成し、データソースから返されたデータを操作しません。

エクスプレッションについて

サーバー側の式を使用すると、クエリから返されたデータを数学やその他の演算で操作できます。式は新
しいデータを作成し、データソースから返されたデータを操作しません。ただし、データを式の入力とし
て受け入れられるようにデータを少し再構築する以外は。

エクスプレッションを使う

エクスプレッションは主に Grafana アラートで使用されます (p. 394)。処理はサーバー側で行われるた
め、エクスプレッションはブラウザセッションなしで操作できます。ただし、式はバックエンドのデータ
ソースやビジュアライゼーションにも使用できます。

Note

エクスプレッションは従来のダッシュボードアラートでは機能しません。

式は、さまざまなデータソースからのクエリを組み合わせたり、データソースでは実行できない操作を提
供したりすることで、データソースを拡張することを目的としています。
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Note

可能な場合は、データソース内でデータ処理を行う必要があります。ストレージから Grafana 
サーバーにデータをコピーして処理するのは非効率的であるため、エクスプレッションは軽量な
データ処理を対象としています。

エクスプレッションは、時系列データまたは数値データを返すデータソースクエリと連動します。ま
た、多次元データも処理します (p. 53)。たとえば、複数のシリーズを返すクエリでは、各シリーズはラ
ベルまたはタグで識別されます。

個々の式は、1 つ以上のクエリまたは他の式を入力として受け取り、結果にデータを追加します。個々の
式またはクエリは、RefID と呼ばれる名前付き識別子である変数で表されます (たとえば、デフォルトの文
字、AまたはB)。

個々の式またはデータソースクエリの出力を別の式で参照するには、この識別子を変数として使用しま
す。

表現のタイプ

式は 2 つのタイプのデータを処理します。

• 時系列のコレクション。
• 数字の集まりで、それぞれの数字が項目です。

各コレクションは、1 つのデータソースクエリまたは式から返され、RefID で表されます。各コレクショ
ンはセットであり、セット内の各アイテムは、ラベルまたはキーと値のペアとして格納されるサイズに
よって一意に識別されます (p. 53)。

データソースクエリ

サーバーサイドエクスプレッションは、バックエンドデータソースのデータソースクエリのみをサポート
します。データは通常、時系列データというラベルが付けられていると想定されます。future、クエリの戻
り値のタイプ (数値または時系列) データのアサーションを追加して、式がエラーをより適切に処理できる
ようにする予定です。

データソースクエリをエクスプレッションと共に使用すると、エクスプレッションエンジンによって実行
されます。これを行うと、データを1つの時系列またはデータフレームごとに1つの数値に再構築します。
たとえば、テーブルビューの 1 つのフレームに複数の系列を返すデータソースを使用する場合、式を指定
して実行すると見た目が変わることがあります。

現在、データフレームを使用するときにサポートされる非時系列形式 (数値) は、時間を含まないデータフ
レーム、文字列列、数値列を 1 つ返すテーブル応答がある場合だけです。

ロック ホスト Avg

ミア A 1

NYC B 2

上の例では式と連動する数値が生成されます。文字列列はラベルになり、数値列は対応する値になりま
す。たとえば{"Loc": "MIA", "Host": "A"}、値が 1 の場合。

オペレーション

エクスプレッションでは、算術、リデュース、リサンプリングの演算を使用できます。

数学
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数学は、時系列データまたは数値データに関する自由形式の数式用です。数学演算は、数値と時系列を入
力として受け取り、それらを異なる数値と時系列に変更します。

たとえば、他のクエリや式からのデータは、先頭にドル記号が付いた RefID$A で参照されます。変数の名
前にスペースが含まれている場合は、次のような中括弧構文を使用できます${my variable}。

数値定数は、decimal (2.24)、8 進数 (先頭にゼロを付ける)、16 進数 (先頭に 0x を付ける、など0x2A) の
いずれでもかまいません。072指数関数と符号もサポートされています (例:-0.8e-2)。

オペレーター

算術演算子 (+、-二項演算子と単項演算子%、、、、指数**)、関係演算子 (<>、==、!=、、>=、<=)、お
よび論理演算子 (&&||、、および単項!) がサポートされています。*/

データに対する操作の動作は、数値データか時系列データかによって異なります。

$A + $Bやなどの二項演算では$A || $B、演算子はデータの種類に応じて次のように適用されます。

• $A$Bとが両方とも数値の場合、演算は 2 つの数値間で実行されます。
• 一方の変数が数値で、もう一方の変数が時系列の場合、時系列の各点の値と数値の間の演算が実行され

ます。
• $A$Bが両方とも時系列データの場合、2 つの系列の各値間の演算は、$A両方に存在する各タイムスタン

プに対して実行されます$B。Resampleこの操作を使用してタイムスタンプを並べることができます。

概要:と概要:

• 番号 OP 番号 = 番号
• 番号 OP シリーズ = シリーズ
• シリーズ OP シリーズ = シリーズ

式は 1 つの変数によって表される複数の系列または数値を扱うため、2 項演算では 2 つの変数間の結合 
(結合) も行います。これは、個々の送信先の識別ラベルに基づいて行われます。

したがって、{host=web01} in$A のようなラベルの付いた数値と、$B同じラベルの付いた別の数値があ
る場合、演算は各変数内のこれらの 2 つの項目間で実行され、結果は同じラベルを共有します。この組合
の行動規則は次のとおりです。

• ラベルのないアイテムは何にでも結合します。
• $A$B両方とそれぞれに 1 つの項目 (1 つのシリーズまたは 1 つの番号) しか含まれていない場合、それ

らは結合されます。
• ラベルが正確に計算されている場合は結合されます。
• ラベルが他のラベルのサブセットである場合、たとえば、$A{host=A,dc=MIA}あるアイテムにラベル

が付けられ、$B中のアイテムにラベルが付けられている場合、{host=A}それらは結合されます。
• 変数内でアイテムごとに異なるタグキーがある場合、結合動作は未定義です。$A

関係演算子と論理演算子は、false の場合は 0 を返し、true の場合は 1 を返します。

数学関数

ほとんどの関数は独自の式演算に含まれていますが、数学演算には数学演算子や記号に似た関数もありま
す。関数が数値または系列のいずれかを取ることができる場合は、引数と同じ型が返されます。系列の場
合、系列内の各点の値に対して演算が実行されます。

腹筋

abs は引数の絶対値を返します。引数は、数値でも系列でもかまいません。たとえ
ば、abs(-1)、abs($A) などです。
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is_inf

is_inf は、数値または系列を受け取り、Inf値 (負または正)0 とその他の値を返します1。例:
is_inf($A)。

Note

たとえば、負の無限大を具体的に確認する必要がある場合は、次のような比較を行うことができ
ます$A == infn()。

nan_is_n

is_nan は数値または系列を受け取り、1NaN0値やその他の値に対してを返します。例:
is_nan($A)。NaNこの関数が存在するのは、がと等しくないためですNaN。

null

is_null は、数値または系列を受け取り、1null0値やその他の値に対してを返します。例:
is_null($A)。

is_number

is_number は、数値または系列を受け取り、0すべての実数値とその他の値 (null、、Inf+Inf-、およ
びNaN) を返します1。例: is_number($A)。

ログ

Log は、数値でも系列でもよい引数の自然対数を返します。値が 0 未満の場合は、NaNが戻されます。た
とえば、log(-1)、log($A) などです。

inf、infn、nan、null

inf、infn、nan、および null 関数はすべて、名前の単一の値を返します。これらは主にテスト用に存在しま
す。例えば、null() などです。

round

Round は、四捨五入された整数値を返します。例えば、round(3.123)、round($A) などです。

ceil

Ceil は数値を最も近い整数値に切り上げます。たとえば、ceil(3.123)は 4 を返します。

floor

Floor は、数値を最も近い整数値に切り捨てます。たとえば、floor(3.123)3 が返されます。

削減

Reduce は、クエリまたは式から返された 1 つ以上の時系列を取得し、各時系列を 1 つの数値に変換しま
す。時系列のラベルは、出力された削減数ごとにラベルとして保持されます。

フィールド:

• 関数 — 使用するリダクション関数
• 入力 — リサンプリングする変数 (RefID (などA))
• モード — 系列に数値以外の値 (null、NaN、+-Inf) が含まれている場合にリダクション関数の動作を制御

できます

リダクション機能

Count (カウント)
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Count と Count は、系列のポイントの数を返します。

意味する

Mean は、各系列のすべての値の合計を、その系列の点数で割った値を返します。strictモードでは、系
列の値が NULL または nan の場合、または系列が空の場合、NaN が返されます。

最小値と最大値

Min と Max は、それぞれ系列の最小値または最大値を返します。strictモードでは、系列の値が NULL 
または nan の場合、または系列が空の場合、NaN が返されます。

合計

Sumは、系列の合計を返します。シリーズの長さがゼロの場合、合計は 0 になります。strictモードで
は、系列に NaN または Null 値がある場合、NaN が返されます。

最後

Last は、シリーズの最後の数字を返します。系列に値がない場合は NaN を返します。

リダクションモード

厳密

Strict モードでは、入力シリーズはそのまま処理されます。系列のいずれかの値が数値以外の場合 
(null、NaN、または +-Inf)、NaN が返されます。

非数値をドロップ

このモードでは、リダクション関数を実行する前に、入力系列の数値以外の値 (null、NaN、+-Inf) がすべ
て除外されます。

数値以外の文字を置換

このモードでは、数値以外の値はすべて定義済みの値に置き換えられます。

リサンプリング

Resample は、各時系列のタイムスタンプを一貫した時間間隔になるように変更します。主な使用例は、
同じタイムスタンプを共有しない時系列をリサンプリングして、それらの間で計算を実行できるようにす
ることです。これは、2 つの系列をそれぞれリサンプリングしてから、リサンプリングされた変数を参照
する数学演算で行うことができます。

フィールド:

• 入力 — リサンプリングする時系列データ (RefID (などA)) の変数
• リサンプリング先 — リサンプリングする期間は、10s.たとえば単位、s秒、m分、h時間、d数日、w数

週間、y数年です。
• Downsample — ウィンドウサンプルごとに複数のデータポイントがある場合に使用するリダクション関

数。動作の詳細については、リダクション操作を参照してください。
• Upsample — データポイントのないウィンドウサンプルを埋めるために使用するメソッド。

• パッドは最後にわかった値で埋められます
• 次の既知の値でバックフィル
• fillna: 空のサンプルウィンドウを埋める NaNs

式を書く

データソースがそれらをサポートしている場合、Grafana は [式] ボタンを表示し、クエリエディターリス
トに既存の式を表示します。
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エクスプレッションを書くには

1. パネルを開きます。
2. クエリの下で [式] を選択します。
3. 「操作」フィールドで、記述する式のタイプを選択します。
4. 式を記述してください。
5. [Apply] (適用) を選択します。

特別なケース

クエリされたデータソースが系列や数値を返さない場合、式エンジンは戻りますNoData。たとえば、リク
エストに式によって結合された 2 つのデータソースクエリが含まれている場合、少なくとも 1NoData つ
のデータソースクエリによって返された場合、クエリ全体の返される結果はになりますNoData。Grafana 
AlertingNoData が結果を処理する方法の詳細については、を参照してくださいデータなしまたはエラー
ケースの処理 (p. 428)。

クエリ結果を別のパネルと共有する

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

Grafana では、あるパネルのクエリ結果をダッシュボードの他のパネルに使用できます。クエリ結果をパ
ネル間で共有すると、データソースに対して実行されるクエリの数が減り、ダッシュボードのパフォーマ
ンスが向上します。

ダッシュボードデータソースでは、結果を共有したいクエリを含むダッシュボードのパネルを選択できま
す。パネルごとに個別のクエリを送信する代わりに、Grafana は 1 つのクエリを送信し、他のパネルはそ
のクエリ結果を使用してビジュアライゼーションを構築します。

この戦略により、たとえば複数のパネルで同じデータを視覚化する場合に、実行されるクエリの数を大幅
に減らすことができます。

クエリ結果を共有するには

1. ダッシュボードを作成します (p. 250)。
2. Source panelタイトルをに変更します。このパネルを他のパネルのソースとして使用します。
3. 共有する 1 つまたは複数のクエリを定義します。

データソースがない場合は、データソースを使用してください。これにより、テストに使用できるラ
ンダムな時系列が返されます。TestData

4. 2 つ目のパネルを追加し、クエリエディタでダッシュボードデータソースを選択します。
5. 「パネルからの結果を使用」リストで、最初に作成したパネルを選択します。

ソースパネルで定義されたすべてのクエリが新しいパネルで使用できるようになりました。ソースパネル
で行ったクエリは、複数のパネルで共有できます。

クエリのいずれかをクリックすると、そのクエリが定義されているパネルに移動できます。

データを変換する

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。
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変換は、システムがビジュアライゼーションを適用する前に、クエリによって返されたデータを操作する
強力な方法です。変換を使用すると、次の操作を実行できます。

• フィールド名の変更
• 時系列データの結合
• 複数のクエリで数学演算を実行
• ある変換の出力を別の変換の入力として使用する

同じデータセットの複数のビューを利用するユーザーにとって、変換は多数のダッシュボードを効率的に
作成および管理する方法となります。

また、ある変換の出力を別の変換の入力として使用することもできます。これにより、パフォーマンスが
向上します。

Note

システムが変換されたデータをグラフ化できない場合があります。その場合は、ビジュアライ
ゼーションの上にあるテーブルビュートグルをクリックして、データのテーブルビューに切り替
えます。これは、変換の最終結果を理解する助けになります。

変換タイプ

Grafana には、データを変換するさまざまな方法が用意されています。変換関数の一覧は以下のとおりで
す。

変換の順序

Grafana はそれらをリストされています。変換するたびに結果セットが作成され、処理パイプラインの次
の変換に渡されます。

Grafana が変換を適用する順序は、結果に直接影響します。たとえば、Reduce 変換を使用して 1 つの列
のすべての結果を 1 つの値にまとめる場合は、その 1 つの値にのみ変換を適用できます。

データに変換関数を追加

次のステップは、データに変換を追加する助けになります。

パネルに変形を追加するには

1. 1 つまたは複数の送信先のパネルに移動します。
2. パネルタイトルを選択し、[編集] をクリックします。
3. [Transform] (変換) タブを選択します。
4. 変換を選択してください。変換オプションを設定する変換行が表示されます。
5. 別の変換を適用するには、「変換を追加」を選択します。この変換は、前の変換によって返された結

果セットに基づいて実行されます。

変換のデバッグ

変換の入力結果セットと出力結果セットを確認するには、変換行の右側にあるバグアイコンを選択しま
す。

入力結果セットと出力結果セットは、変換のデバッグに役立ちます。

変換の削除

必要のない変換を削除することをお勧めします。変換を削除すると、ビジュアライゼーションからデータ
が削除されます。

前提条件:
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トランスフォーメーションに依存しているすべてのダッシュボードを特定し、影響を受けるダッシュボー
ドユーザーに通知します。

変換を削除するには

1. 編集用のパネルを開きます。
2. [Transform] (変換) タブを選択します。
3. 削除するトランスフォーメーションの横にあるゴミ箱アイコンを選択します。

トランスフォーメーション機能

データで次の変換を行うことができます。

計算からフィールドを追加

この変換を使用して、他の 2 つのフィールドから計算された新しいフィールドを追加します。変換するた
びに、新しいフィールドを 1 つ追加できます。

• モード-モードを選択してください:
• 行を削減 — 選択した計算を、選択したフィールドの各行に個別に適用します。
• バイナリオプション — 選択した 2 つのフィールドの 1 行の値に基本的な数学演算 (合計、乗算など) 

を適用します。
• フィールド名 — 新しいフィールドの計算に使用するフィールドの名前を選択します。
• 計算 — [行数を削減] モードを選択すると、[計算] フィールドが表示されます。フィールドをクリックす

ると、新しいフィールドの作成に使用できる計算オプションのリストが表示されます。利用可能な計算
については、「計算タイプ (p. 332)」を参照してください。

• 操作 — バイナリーオプションモードを選択すると、操作フィールドが表示されます。これらのフィール
ドでは、選択した 2 つのフィールドの 1 行の値に対して基本的な数学演算を実行できます。二項演算に
は数値を使用することもできます。

• エイリアス — (オプション) 新しいフィールドの名前を入力します。これを空白のままにすると、フィー
ルドは計算と一致する名前で設定されています。

• すべてのフィールドを置換 — (オプション) 他のフィールドをすべて非表示にし、計算フィールドだけを
ビジュアライゼーションに表示する場合は、このオプションを選択します。

フィールドを連結

この変換では、すべてのフレームのすべてのフィールドが 1 つの結果にまとめられます。次の 2 つのクエ
リを考えてみましょう。

クエリ A:

Temp アップタイム

15.4 1230233

クエリー B と B B B

AQI エラー

3.2 5

フィールドを連結すると、データフレームは次のようになります。
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Temp アップタイム AQI エラー

15.4 1230233 3.2 5

クエリ結果からのConfig

この変換により、1 つのクエリを選択し、そこから最小値、最大値、単位、しきい値などの標準オプショ
ンを抽出し、他のクエリ結果に適用できます。これにより、動的なクエリ駆動型の視覚化構成が可能にな
ります。

構成クエリ結果のすべての行に固有の構成を抽出する場合は、行からフィールドへの変換を試してくださ
い。

オプション

• Config クエリ — 構成として使用するデータを返すクエリを選択します。
• 適用先 — 構成を適用するフィールドまたはシリーズを選択します。
• オプションに適用 — 通常は、「適用先」で選択したオプションに応じて、フィールドタイプまたは

フィールド名の正規表現になります。

フィールドタイプを変換

この変換により、指定されたフィールドのフィールドタイプが変更されます。

• フィールド — 使用可能なフィールドから選択
• as — FieldType 変換先を選択

• 数値 — 値を数値にしようとします
• 文字列 — 値を文字列にします
• 時間 — 値を時間として解析しようとします

• yyyy-mm-dd または DD MM YYYY hh: mm: ss DateFormat のような文字列を入力として指定するオ
プションが表示されます

• ブーリアン — 値をブール値にします

たとえば、次のクエリは、時間フィールドを Time に、日付形式を YYYY として選択することで変更でき
ます。

時間 マーク 値

2017 年 7 月 1 日 上 25

2018 年 8 月 2 日 未満 22

2019 年 9 月 2 日 未満 29

2020 年 10 月 4 日 上 22

結果として、以下のようになります。

時間 マーク 値

2017 年 1 月 1 日 上 25
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時間 マーク 値

2018 年 1 月 1 日 未満 22

2019 年 1 月 1 日 未満 29

2020 年 1 月 1 日 上 22

データを名前で絞り込む

この変換を使用して、クエリ結果の一部を削除します。

Grafana は Identifier フィールドを表示し、続いてクエリによって返されたフィールドを表示します。

フィルターは、次の 2 つの方法があります。

• 正規表現を入力します。
• フィールドを選択すると、そのフィールドのフィルタリングが切り替わります。フィルターされた

フィールドは濃い灰色のテキストで表示され、フィルターされていないフィールドは白いテキストで表
示されます。

クエリによるデータのフィルタリング

1 つ以上のクエリを非表示にしたい場合は、この変換を複数のクエリがあるパネルで使用してください。

Grafana は、クエリ識別文字を濃い灰色のテキストで表示します。クエリ識別子をクリックしてフィルタ
リングを切り替えます。クエリ文字が白の場合、結果が表示されます。クエリレターが暗い場合、結果は
非表示になります。

Note

このデータソースは返されたデータとクエリの相関をサポートしていないため、この変換は 
Graphite では使用できません。

値を基準にデータを絞り込む

この変換により、Grafana でデータを直接フィルタリングし、クエリ結果から一部のデータポイントを削
除できます。定義した 1 つ以上の条件に一致するデータを含めるか除外するかを選択できます。条件は、
選択したフィールドに適用されます。

この変換は、データソースがネイティブに値によるフィルタリングを行わない場合に役立ちます。共有ク
エリを使用している場合は、これを使用して表示する値を絞り込むこともできます。

すべてのフィールドで利用できる条件は以下のとおりです。

• Regex — 正規表現と一致させる
• Is Null — 値が NULL の場合は一致
• NULL ではない — 値が NULL でない場合は一致
• 等しい — 値が指定された値と等しい場合に一致します
• 異なる — 値が指定された値と異なる場合は一致します

数値フィールドに使用できる条件は次のとおりです。

• Greater — 値が指定されています。
• Lower — 値が指定された値より小さい場合に一致します
• より大きいか等しい — 値が大きいか等しい場合は一致します

308



Amazon Managed Grafana ユーザーガイド
パネルとビジュアライゼーション

• 低いか等しいか — 値が小さいか等しい場合は一致します
• 範囲 — 指定された最小値と最大値の範囲を一致させます。最小値と最大値も含まれます

以下のデータセットを考えます。

時間 温度 高度

2020 年 7 月 7 日午前 11:34:23 32 101

2020 年 7 月 7 日午前 11:34:22 28 125

2020 年 7 月 7 日午前 11:34:21 26 110

2020 年 7 月 7 日午前 11:34:20 23 98

2020 年 7 月 7 日午前 10:32:24 31 95

2020 年 7 月 7 日午前 10:31:22 20 85

2020 年 7 月 7 日午前 9:30:57 19 101

温度が30°C未満のデータポイントを含めると、構成は次のようになります。

• フィルタータイプ —Include
• 条件 —Temperature 一致する行Lower Than 30

そして、30°C未満の温度のみを含む次の結果が得られます。

時間 温度 高度

2020 年 7 月 7 日午前 11:34:22 28 125

2020 年 7 月 7 日午前 11:34:21 26 110

2020 年 7 月 7 日午前 11:34:20 23 98

2020 年 7 月 7 日午前 10:31:22 20 85

2020 年 7 月 7 日午前 9:30:57 19 101

フィルターには複数の条件を追加できます。たとえば、標高が100を超えるとします。そのためには、そ
の条件を次の設定で設定されています。

• フィルタータイプ —IncludeMatch All 条件を満たす行
• 条件 1 —TemperatureLower 次の値に一致する行30
• 条件 2 —AltitudeGreater 次の値に一致する行100

条件が複数ある場合は、すべての条件に一致する行にアクション (含める/除外する) を適用するか、追加し
た条件のいずれかに一致する行に適用するかを選択できます。

上の例では、気温が 30 未満で高度が 100 を超える行を含めたいので、[すべて一致] を選択しました。気
温が30度未満または高度が100を超える行を代わりに含めたい場合は、「任意に一致」を選択します。こ
れには、元のデータの 1 行目の、気温が 32°C (最初の条件と一致しない) が、標高 101 (2 番目の条件と一
致する) が含まれるため、この行も含まれます。
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無効または設定が不完全な条件は無視されます。

[Group by] (グループ化の条件)

この変換は、指定されたフィールド (列) の値でデータをグループ化し、各グループの計算を処理します。
クリックすると、計算の選択肢のリストが表示されます。

元のデータの例を示します。

時間 Server ID CPU 温度:CPU 温度 サーバーステータス

2020 年 7 月 7 日午前 
11:34:20

サーバ 1 80 シャットダウン

2020 年 7 月 7 日午前 
11:34:20

サーバ 3 62 OK

2020 年 7 月 7 日午前 
10:32:20

サーバー 2 90 オーバーロード

2020 年 7 月 7 日午前 
10:31:22

サーバ 3 55 OK

2020 年 7 月 7 日午前 
9:30:57

サーバ 3 62 再起動

2020 年 7 月 7 日午前 
9:30:05

サーバー 2 88 OK

2020 年 7 月 7 日午前 
9:28:06

サーバ 1 80 OK

2020 年 7 月 7 日午前 
9:25:05

サーバー 2 88 OK

2020 年 7 月 7 日午前 
9:23:07

サーバ 1 86 OK

この変換には 2 つのステップがあります。まず、データをグループ化するフィールドで設定されていま
す。これにより、並べ替えたかのように、それらのフィールドの同じ値がすべてグループ化されます。た
とえば、Server ID フィールドでグループ化すると、データは次のようにグループ化されます。

時間 Server ID CPU 温度:CPU 温度 サーバーステータス

2020 年 7 月 7 日午前 
11:34:20

サーバ 1 80 シャットダウン

2020 年 7 月 7 日午前 
9:28:06

サーバ 1 80 OK

2020 年 7 月 7 日午前 
9:23:07

サーバ 1 86 OK

2020 年 7 月 7 日午前 
10:32:20

サーバー 2 90 オーバーロード

2020 年 7 月 7 日午前 
9:30:05

サーバー 2 88 OK
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時間 Server ID CPU 温度:CPU 温度 サーバーステータス

2020 年 7 月 7 日午前 
9:25:05

サーバー 2 88 OK

2020 年 7 月 7 日午前 
11:34:20

サーバ 3 62 OK

2020 年 7 月 7 日午前 
10:31:22

サーバ 3 55 OK

2020 年 7 月 7 日午前 
9:30:57

サーバ 3 62 再起動

サーバー ID の値が同じすべての行がグループ化されます。

データをグループ化するフィールドを選択したら、他のフィールドにさまざまな計算を追加し、その計算
を行の各グループに適用できます。たとえば、これらの各サーバーの平均CPU温度を計算したい場合があ
ります。したがって、CPU Temperature フィールドに適用された平均計算を追加すると、次のようになり
ます。

Server ID CPU 温度 (平均)

サーバ 1 82

サーバー 2 88.6

サーバ 3 59.6

また、複数の計算を追加できます。例えば:

• フィールド Time では、最終値を計算して、各サーバーの最後のデータポイントがいつ受信されたかを
知ることができます。

• フィールドサーバーステータスでは、最終値を計算して、各サーバーの最後の状態値を知ることができ
ます。

• フィールド温度については、最終値を計算して、各サーバーの最新の監視温度を知ることもできます。

そうすると、次のようになります。

Server ID CPU 温度 (平均) CPU 温度 (最後) 時間 (最後) サーバーステータ
ス (最後)

サーバ 1 82 80 2020 年 7 月 7 日
午前 11:34:20

シャットダウン

サーバー 2 88.6 90 2020 年 7 月 7 日
午前 10:32:20

オーバーロード

サーバ 3 59.6 62 2020 年 7 月 7 日
午前 11:34:20

OK

この変換により、時系列から重要な情報を抽出し、便利な方法で表示できます。

分野別に参加

311



Amazon Managed Grafana ユーザーガイド
パネルとビジュアライゼーション

この変換を使用して、複数の結果を 1 つのテーブルに結合します。これは、複数の時系列結果を、時間
フィールドを共有する 1 つの幅の広いテーブルに変換する場合に特に便利です。

インナージョイン

内部結合は、すべてのテーブルが選択したフィールドの同じ値を共有する複数のテーブルのデータを結合
します。このタイプの結合では、すべての結果で値が一致しないデータは除外されます。

この変換を使用して、複数のクエリ (渡された結合フィールドまたは最初の時間列での結合) の結果を 1 つ
の結果に結合し、結合が成功しない行を削除します。

たとえば、2 つのクエリでテーブルデータを返します。内部結合変換を適用する前に、2 つの別々のテー
ブルとして視覚化されます。

クエリ A:

時間 Job アップタイム

2020 年 7 月 7 日午前 11:34:20 node 25260122

2020 年 7 月 7 日午前 11:24:20 死後 123001233

2020 年 7 月 7 日午前 11:14:20 死後 345001233

クエリー B と B B B

時間 サーバー エラー

2020 年 7 月 7 日午前 11:34:20 サーバ 1 15

2020 年 7 月 7 日午前 11:24:20 サーバー 2 5

2020 年 7 月 7 日午前 11:04:20 サーバ 3 10

インナージョイン変換を適用した結果は次のようになります。

時間 Job アップタイム サーバー エラー

2020 年 7 月 7 日
午前 11:34:20

node 25260122 サーバ 1 15

2020 年 7 月 7 日
午前 11:24:20

死後 123001233 サーバー 2 5

外部ジョイン

外部結合には、内部結合のすべてのデータと、すべての入力で値が一致しない行が含まれます。内部結合
は時間フィールドのクエリ A とクエリ B を結合しますが、外部結合には時間フィールドで一致しないすべ
ての行が含まれます。

たとえば、2 つのクエリでテーブルデータを返します。外部結合変換を適用する前は、2 つのテーブルと
して視覚化されます。

クエリ A:
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時間 Job アップタイム

2020 年 7 月 7 日午前 11:34:20 node 25260122

2020 年 7 月 7 日午前 11:24:20 死後 123001233

2020 年 7 月 7 日午前 11:14:20 死後 345001233

クエリー B と B B B

時間 サーバー エラー

2020 年 7 月 7 日午前 11:34:20 サーバ 1 15

2020 年 7 月 7 日午前 11:24:20 サーバー 2 5

2020 年 7 月 7 日午前 11:04:20 サーバ 3 10

外部ジョイン変換を適用した結果は次のようになります。

時間 Job アップタイム サーバー エラー

2020 年 7 月 7 日
午前 11:04:20

サーバ 3 10

2020 年 7 月 7 日
午前 11:14:20

死後 345001233

2020 年 7 月 7 日
午前 11:34:20

node 25260122 サーバ 1 15

2020 年 7 月 7 日
午前 11:24:20

死後 123001233 サーバー 2 5

フィールドへのラベル

この変換により、ラベルまたはタグを含む時系列結果が、各ラベルキーと値がテーブル結果に含まれる
テーブルに変更されます。ラベルは列または行の値として表示できます。

2 つの時系列のクエリ結果があるとします。

• シリーズ 1 — ラベルサーバ = サーバ A、データセンター = EU
• シリーズ 2 — ラベルサーバ = サーバ B、データセンター = EU

Columnsモードでは、結果が以下の。

時間 サーバー Datacenter 値

2020 年 7 月 7 日午前 
11:34:20

サーバ A EU 1

2020 年 7 月 7 日午前 
11:34:20

サーバ B B B B EU 2
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「行」モードでは、結果には各シリーズのテーブルが表示され、各ラベルの値は次のように表示されま
す。

ラベル 値

サーバー サーバ A

Datacenter EU

ラベル 値

サーバー サーバ B B B B

Datacenter EU

値フィールド名

値フィールド名として [サーバー] を選択した場合、サーバーラベルの値ごとに 1 つのフィールドが表示さ
れます。

時間 Datacenter サーバ A サーバ B B B B

2020 年 7 月 7 日午前 
11:34:20

EU 1 2

マージ動作

ラベルからフィールドへのトランスフォーマーは、内部的には2つの別々の変換です。1 つ目は単一系列を
対象とし、ラベルをフィールドに抽出します。2 つ目は、すべての結果を 1 つのテーブルに結合するマー
ジ変換です。マージ変換は、一致するすべてのフィールドを結合しようとします。このマージステップは
必須であり、オフにすることはできません。

Note

マージ変換は単独でも使用でき、以下で詳しく説明します。

これを説明するために、ラベルが重複しない時系列を返す 2 つのクエリがある例を次に示します。

• シリーズ 1 — ラベルサーバ = サーバ A
• シリーズ 2 — ラベル付けデータセンター = EU

これにより、最初に次の 2 つのテーブルが作成されます。

時間 サーバー 値

2020 年 7 月 7 日午前 11:34:20 サーバ A 10

時間 Datacenter 値

2020 年 7 月 7 日午前 11:34:20 EU 20
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マージ後:

時間 サーバー 値 Datacenter

2020 年 7 月 7 日午前 
11:34:20

サーバ A 10

2020 年 7 月 7 日午前 
11:34:20

20 EU

Merge

この変換を使用して、複数のクエリの結果を 1 つの結果に結合します。これは、テーブルパネルのビジュ
アライゼーションを使用するときに役立ちます。マージできる値は、同じ行に結合されます。共有フィー
ルドに同じデータが含まれている場合、値をマージできます。

以下の例では、テーブルデータを返すクエリが 2 つあります。変換を適用する前に、2 つの別々のテーブ
ルとして視覚化されます。

クエリ A:

時間 Job アップタイム

2020 年 7 月 7 日午前 11:34:20 node 25260122

2020 年 7 月 7 日午前 11:24:20 死後 123001233

クエリー B と B B B

時間 Job エラー

2020 年 7 月 7 日午前 11:34:20 node 15

2020 年 7 月 7 日午前 11:24:20 死後 5

Merge 変換を適用した後の結果は次のとおりです。

時間 Job エラー アップタイム

2020 年 7 月 7 日午前 
11:34:20

node 15 25260122

2020 年 7 月 7 日午前 
11:24:20

死後 5 123001233

フィールドを整理

この変換を使用して、クエリによって返されるフィールドの名前を変更したり、並べ替えたり、非表示に
したりします。

Note

この変換は、クエリが 1 つのパネルでのみ機能します。パネルに複数のクエリがある場合は、外
部結合変換を適用するか、余分なクエリを削除する必要があります。
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Grafana は、クエリによって返されたフィールドのリストを表示します。次のようにできます。

• フィールドの順序を変更するには、カーソルをフィールドの上に置きます。カーソルが手の形に変わ
り、フィールドを新しい場所にドラッグできます。

• フィールド名の横の目のアイコンをクリックして、フィールドを表示できます。
• [名前を変更] ボックスに新しい名前を入力します。

値による分割

この変換により、複数の系列をグラフ化するときに、WHERE同じデータソースに対して異なる句を使用し
て複数のクエリを実行する必要がなくなります。次のデータを含むメトリクス SQL テーブルを考えてみま
しょう。

時間 リージョン 値

2022 年 10 月 20 日午後 
12:00:00

US 1520

2022 年 10 月 20 日午後 
12:00:00

EU 2936

2022 年 10 月 20 日午前 1:00:00 US 1327

2022 年 10 月 20 日午前 1:00:00 EU 912

v9.3より前のバージョンでは、 TimeSeries 米国の赤のトレンドラインとEUの青いトレンドラインを同じ
パネルにプロットする場合、これを2つのクエリに分割する必要がありました。

SELECT Time, Value FROM metrics WHERE Time > '2022-10-20' AND Region='US'
SELECT Time, Value FROM metrics WHERE Time > '2022-10-20' AND Region='EU'

これには、メトリクステーブルに実際にどのリージョンが存在するかを事前に知る必要もあります。

Partition by values トランスフォーマーを使用すると、1 つのクエリを実行して、その結果を任意の 1 つ以
上の列 (fields) の固有の値で分割できるようになりました。次の例では Region を使用しています。

SELECT Time, Region, Value FROM metrics WHERE Time > '2022-10-20'

時間 リージョン 値

2022 年 10 月 20 日午後 
12:00:00

US 1520

2022 年 10 月 20 日午前 1:00:00 US 1327

時間 リージョン 値

2022 年 10 月 20 日午後 
12:00:00

EU 2936

2022 年 10 月 20 日午前 1:00:00 EU 912

削減
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Reduce 変換は、フレーム内の各フィールドに計算を適用し、1 つの値を返します。この変換を適用する
と、時間フィールドは削除されます。

入力を考えます。

クエリ A:

時間 Temp アップタイム

2020 年 7 月 7 日午前 11:34:20 12.3 256122

2020 年 7 月 7 日午前 11:24:20 15.4 1230233

クエリー B と B B B

時間 AQI エラー

2020 年 7 月 7 日午前 11:34:20 6.5 15

2020 年 7 月 7 日午前 11:24:20 3.2 5

リデューストランスには2つのモードがあります。

• 系列から行へ-フィールドごとに行を、計算ごとに列を作成します。
• フィールドを削減-既存のフレーム構造はそのままに、各フィールドを 1 つの値に折りたたみます。

たとえば、最初と最後の計算を系列から行への変換で使用した場合、結果は次のようになります。

フィールド 最初 最後

Temp 12.3 15.4

アップタイム 256122 1230233

AQI 6.5 3.2

エラー 15 5

Last 計算の Reduce フィールドでは、それぞれ 1 行ずつ 2 つのフレームが生成されます。

クエリ A:

Temp アップタイム

15.4 1230233

クエリー B と B B B

AQI エラー

3.2 5
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正規表現による名前変更

この変換を使用して、正規表現と置換パターンを使用してクエリ結果の一部の名前を変更します。

マッチした場合にのみ適用される正規表現と、後方参照をサポートする置換パターンを指定できます。た
とえば、ホストごとの CPU 使用率を視覚化していて、ドメイン名を削除したいとします。([^\.]+)\..
+正規表現をに設定し、置換パターンをに設定すると$1、web-01.example.comになりますweb-01。

行からフィールドへ

行をフィールドに変換すると、行が別々のフィールドに変換されます。これは、フィールドを個別にスタ
イル設定および構成できるので便利です。また、追加のフィールドを動的フィールド設定のソースとして
使用したり、フィールドラベルにマップしたりすることもできます。追加したラベルを使用して、生成さ
れるフィールドに適した表示名を定義できます。

この変換には、設定クエリによって返されるデータ内のすべてのフィールドを一覧表示するフィールド
テーブルが含まれます。このテーブルでは、各設定プロパティにどのフィールドをマッピングするかを制
御できます (*Use as** オプション)。返されるデータに複数の行がある場合は、選択する値を選択すること
もできます。

この変革には以下が必要です。

• フィールド名のソースとして使用する 1 つのフィールド。

デフォルトでは、変換は最初の文字列フィールドをソースとして使用します。代わりに使用したい
フィールドの [Use as] 列で [フィールド名] を選択すると、このデフォルト設定を上書きできます。

• 値のソースとして使用する 1 つのフィールド。

デフォルトでは、変換は最初の数値フィールドをソースとして使用します。ただし、代わりに使用した
いフィールドの [Use as] 列で [フィールド値] を選択すると、このデフォルト設定を上書きできます。

次のデータを視覚化する場合に便利です。

• Gauge
• Stat
• 円グラフ

追加フィールドをラベルにマッピング

フィールドが設定プロパティにマップされない場合、Grafana はそのフィールドを出力フィールドのラベ
ルのソースとして自動的に使用します。

例:

名前 DataCenter 値

サーバ A US 100

サーバ B EU 200

出力:

サーバ A (ラベル DataCenter:米国) サーバ B (ラベル: DataCenter: EU)

10 20
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追加したラベルをフィールド表示名に使用できるようになり、より完全なフィールド名を作成できるよう
になりました。

あるクエリから構成を抽出して別のクエリに適用する場合は、クエリ結果変換の構成を使用する必要があ
ります。

例

Input:

名前 値 Max

サーバ A 10 100

サーバ B 20 200

サーバ C 30 300

出力:

サーバ A (設定:最大 = 100) サーバ B (設定:最大 = 200) サーバ C (設定:最大 = 300)

10 20 30

ご覧のとおり、ソースデータの各行は個別のフィールドになります。各フィールドに max config オプショ
ンも設定されるようになりました。Min、Max、Unit、Thresholdsなどのオプションはすべてフィールド
設定の一部であり、このように設定すると、パネルエディターのオプションペインで手動で設定したオプ
ションの代わりにビジュアライゼーションに使用されます。

時系列データの準備

時系列変換の準備は、データソースが、使用したいパネルでサポートされていない形式の時系列データを
返す場合に便利です。

この変換は、時系列データをワイドフォーマットからロングフォーマットに、またはその逆に変換するこ
とで、この問題を解決するのに役立ちます。

時系列データフレームをワイドフォーマットからロングフォーマットに変換するには、マルチフレーム時
系列オプションを選択します。

時系列データフレームをロング形式からワイド形式に変換するには、ワイド時系列オプションを選択しま
す。

系列から行へ

この変換を使用して、複数の時系列データクエリの結果を 1 つの結果に結合します。これは、テーブルパ
ネルのビジュアライゼーションを使用するときに役立ちます。

この変換の結果には、[時間]、[メトリック]、[値] の 3 つの列が含まれます。指標列が追加されたので、指
標がどのクエリから来たのかを簡単に確認できます。ソースクエリで Label を定義して、この値をカスタ
マイズします。

以下の例では、時系列データを返すクエリが 2 つあります。変換を適用する前に、2 つの別々のテーブル
として視覚化されます。

クエリ A:
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時間 温度

2020 年 7 月 7 日午前 11:34:20 25

2020 年 7 月 7 日午前 10:31:22 22

2020 年 7 月 7 日午前 9:30:05 19

クエリー B と B B B

時間 湿度

2020 年 7 月 7 日午前 11:34:20 24

2020 年 7 月 7 日午前 10:32:20 29

2020 年 7 月 7 日午前 9:30:57 33

これは、シリーズを行変換を適用した後の結果です。

時間 メトリクス 値

2020 年 7 月 7 日午前 11:34:20 温度 25

2020 年 7 月 7 日午前 11:34:20 湿度 22

2020 年 7 月 7 日午前 10:32:20 湿度 29

2020 年 7 月 7 日午前 10:31:22 温度 22

2020 年 7 月 7 日午前 9:30:57 湿度 33

2020 年 7 月 7 日午前 9:30:05 温度 19

並び替え

この変換は、設定したフィールドで各フレームをソートします。チェックを入れるとreverse、値は逆の
順序で返されます。

制限

この変換を使用して、表示される行数を制限できます。

以下の例では、データソースから次のようなレスポンスが得られています。

時間 メトリクス 値

2020 年 7 月 7 日午前 11:34:20 温度 25

2020 年 7 月 7 日午前 11:34:20 湿度 22

2020 年 7 月 7 日午前 10:32:20 湿度 29

2020 年 7 月 7 日午前 10:31:22 温度 22
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時間 メトリクス 値

2020 年 7 月 7 日午前 9:30:57 湿度 33

2020 年 7 月 7 日午前 9:30:05 温度 19

値が '3' の Limit 変換を追加した結果は次のとおりです。

時間 メトリクス 値

2020 年 7 月 7 日午前 11:34:20 温度 25

2020 年 7 月 7 日午前 11:34:20 湿度 22

2020 年 7 月 7 日午前 10:32:20 湿度 29

クエリのトラブルシューティング

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

このページでは、ダッシュボードの一般的な問題を解決するための情報を提供します。

関数を並べ替えると異なる結果になる

関数の順序は非常に重要です。数学と同様に、関数を配置する順序が結果に影響することがあります。

クエリのリクエストとレスポンスを確認する

最も一般的な問題は、データソースからのクエリとレスポンスに関するものです。Grafana のバグや視覚
化の問題のように見えても、ほとんどの場合、データソースクエリまたはデータソースレスポンスに問題
があります。まず、パネルのクエリと応答を調べます。

詳細については、「リクエストとレスポンスデータの検査 (p. 334)」を参照してください。

クエリが遅い

クエリから返されるデータポイントはいくつですか? 大量のデータポイントを返すクエリは遅くなりま
す。これを試してください:

• クエリオプションで、返される最大データポイント数を制限します。
• [クエリオプション] で、[最小インターバル時間] を増やします。
• クエリでは、group by関数を使用してください。

しきい値の設定

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。
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このセクションには、視覚化には、必要な数だけ追加できます。しきい値とそのデフォルト、しきい値を
追加または削除する方法、レガシーパネルにしきい値を追加する方法について説明します。

しきい値について
しきい値は指標に指定する値で、しきい値に達または超えたときにダッシュボードに視覚的に反映されま
す。

しきい値を使うと、クエリ結果に基づいてビジュアライゼーションのスタイルや色を条件付きで設定でき
ます。しきい値はほとんどのビジュアライゼーションに適用できますが、すべてには適用できません。ビ
ジュアライゼーションの詳細については、「ビジュアライゼーションパネル (p. 289)」を参照してくださ
い。

しきい値は次の目的で使用できます。

• 時系列ビジュアライゼーションのグリッドラインまたはグリッドエリアに色を付ける (p. 378)
• 時系列ビジュアライゼーションのカラーライン (p. 378)
• Stat ビジュアライゼーションの背景または値のテキストに色を付ける (p. 371)
• ゲージビジュアライゼーションのゲージマーカーとしきい値マーカーに色を付ける (p. 347)
• ジオマップビジュアライゼーションのカラーマーカー (p. 347)
• テーブルビジュアライゼーションのセルのテキストまたは背景に色を付ける (p. 375)
• ステートタイムラインのビジュアライゼーションでリージョンとリージョンの色を定義する (p. 373)

しきい値には、必要なだけ追加度-

• 絶対閾値は数値で定義されます。たとえば、1 から 150 までのスケールでは 80 と表示されます。
• パーセンテージのしきい値は、最小値または最大値を基準にして定義されます。たとえば、たとえば、

既定のしきい値

それをサポートするビジュアライゼーションでは、Grafana はデフォルトのしきい値を次のように設定し
ます。

• -
• ベース度-
• モード = 絶対

基本値は負の無限大を表します。一般的には「良い」色です。

しきい値だけ追加する
パネルには、必要な数だけ追加できます。Grafana は、しきい値を自動的に最高から最低の順に並べ替え
ます。

事業に関連なくなっただけ追加できます。しきい値を削除すると、そのしきい値を含むすべてのビジュア
ライゼーションからそのしきい値が削除されます。

1. しきい値だけ追加できます。

1. しきい値だけ追加できます。
2. オプションサイドペインで、「しきい値」セクションを見つけて、「+ しきい値を追加」をクリッ

クします。
3. しきい値の色、数、モードを選択します。しきい値モードは、このパネルのすべてのしきい値に適

用されます。
4. 時系列パネルの場合は、「しきい値を表示」オプションを選択します。
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2. しきい値を削除するには、しきい値を含むパネルに移動し、削除するしきい値の横にあるゴミ箱アイコ
ンをクリックします。

従来のグラフパネル
グラフパネルのビジュアライゼーションでは、しきい値を使用してグラフに線やセクションを追加して、
グラフがしきい値を超えたときに見分けやすくなります。

1. しきい値だけ追加できます。
2. [パネル] タブで、[しきい値] をクリックします。
3. [しきい値を追加] をクリックします。
4. 以下のフィールドに値を入力します。

• T1- しきい値を表示するには両方の値が必要です。
• lt または gt-しきい値の適用対象を指定するには、より小さい場合は lt を、より大きい場合は gt

を選択します。
• 値- しきい値を入力します。Grafana は、その値で Y 軸に沿ってしきい値ラインを描画します。

• 色-色に対応する条件を選択するか、独自の色を定義します。
• カスタム- 塗りの色と線の色を定義します。
• 重要- フィルとラインの色は赤です。
• 警告- フィルとラインの色は黄色です。
• ok- フィルとラインの色は緑です。

• フィル- スレッショルドフィルを表示するかどうかを制御します。
• ライン- しきい値ラインを表示するかどうかを制御します。
• Y 軸- 左または右を選択します。

5. 「保存」をクリックして、変更をダッシュボードに保存します。

データリンクの設定
このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

データリンク変数またはデータリンクを使用して、パネル間のリンクを作成できます。

データリンク変数
データリンクの変数を使用して、シリーズフィールド、ラベル、および値を参照できます。データリンク
の詳細については、「」データリンク (p. 324)」

使用可能な変数のリストを表示するには、データリンク URL フィールドに $ と入力すると、使用できる
変数のリストが表示されます。

Note

これらの変数は6.4で変更されたため、古いバージョンのGrafanaを使用している場合は、バー
ジョンピッカーを使用して古いバージョンのGrafanaのドキュメントを選択してください。

データリンク URL にテンプレート変数を使用することもできますダッシュボード変数の追加と管
理 (p. 273)。を参照してください。

時間範囲パネル変数
これらの変数を使用すると、データリンク URL に現在の時間範囲を含めることができます。
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• __url_time_range-現在のダッシュボードの時間範囲 (つまり? 出発地=現在-6時間&終点=現在)
• $__from と $__to-詳細については、を参照してくださいグローバル変数 (p. 279)。

シリーズ変数

シリーズ固有の変数は __series 名前空間で使用できます。

• __シリーズ名-URL へのシリーズ名

フィールド変数

フィールド固有の変数は __field 名前空間で使用できます。

• __フィールド名-フィールドの名前
• __フィールド.ラベル。 <LABEL>-URL へのラベルの値。ラベルにドットが含まれている場合

は、__field.labels [」「] <LABEL>構文を使用してください。

値の変数

値固有の変数は __value 名前空間で使用できます。

• __value.time-URL への値のタイムスタンプ (Unix ミリ秒エポック) (つまり? 時間=1560268814105)
• __value.raw-未加工の値
• __value.数値-値の数値表現
• __value.text-値のテキスト表現
• __value.calc-値が計算結果である場合の計算名

テンプレート変数

テンプレート変数を使用する別のダッシュボードにリンクする場合は、リンクをクリックした人の変数値
を選択してください。

$ {var-myvar: queryparam}-ここで、var-myvar は、現在のダッシュボードで使用したいテンプレート変数
の名前と一致するテンプレート変数の名前です。

可変状態 作成された URL の結果

1 つの値を選択 var-myvar=値 1

複数の値の選択 var-myvar=value 1&var-myvar=value 2

[すべて] を選択 ヴァル・マイヴァール=すべて

現在のダッシュボードの変数をすべて URL に追加する場合は、$ {__all_variables} を使用してください。

データリンク

データリンクを使用すると、リンクに詳細なコンテキストを提供できます。シリーズ名やカーソルの下に
ある値を含むリンクを作成できます。たとえば、ビジュアライゼーションに 4 台のサーバーが表示されて
いる場合、そのうちの 1 台または 2 台にデータリンクを追加できます。
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リンク自体には、視覚化に応じてさまざまな方法でアクセスできます。グラフの場合はデータポイントま
たは線をクリックする必要があります。Stat、Gauge、Bar Gaugeなどのパネルの場合は、ビジュアライ
ゼーションの任意の場所をクリックしてコンテキストメニューを開くことができます。

データリンクの変数を使用して、データフィルターを保存した詳細なダッシュボードにユーザーを誘導
できます。たとえば、変数を使用して、時間範囲、系列、および変数選択を指定できます。詳細について
は、「データリンク変数 (p. 323)」を参照してください。

先行入力提案

データリンクを作成または更新するときは、キーボードの Cmd+Space キーまたは Ctrl+Space キーを押し
て先行入力候補を開き、URL に変数を簡単に追加できます。

データリンクを追加

1. リンクを追加するパネルにカーソルを置き、e を押します。または、パネルタイトルの横にあるド
ロップダウン矢印をクリックして、[編集] をクリックします。

2. [フィールド] タブで、[データリンク] セクションまで下にスクロールします。
3. [データリンク] を展開し、[リンクを追加] をクリックします。
4. タイトルを入力します。タイトルは、UI に表示されるリンクのラベルで、人間が読める形式です。
5. リンクする URL を入力します。

ダッシュボードで定義されているテンプレート変数の 1 つを追加することもできます。URL フィール
ドをクリックして $ と入力するか、Ctrl+Space キーまたは Cmd+Space キーを押すと、使用可能な変
数のリストが表示されます。パネルリンクにテンプレート変数を追加すると、リンクは関連する変数
が既に設定された適切なコンテキストにユーザーを誘導します。詳細については、「データリンク変
数 (p. 323)」を参照してください。

6. リンクを新しいタブで開く場合は、[新しいタブで開く] を選択します。
7. [保存] をクリックして変更を保存し、ウィンドウを閉じます。
8. 右上の [保存] をクリックして、ダッシュボードに加えた変更を保存します。

データリンクの更新

1. [フィールド] タブで、変更するリンクを探します。
2. 編集（鉛筆）アイコンをクリックして、「リンクを編集」ウィンドウを開きます。
3. 必要に応じて変更します。
4. [保存] をクリックして変更を保存し、ウィンドウを閉じます。
5. 右上の [保存] をクリックして、ダッシュボードに加えた変更を保存します。

データリンクの削除

1. [フィールド] タブで、削除するリンクを探します。
2. 削除するリンクの横にある [X] アイコンをクリックします。
3. 右上の [保存] をクリックして、ダッシュボードに加えた変更を保存します。

フィールドオーバーライドの設定

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。
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オーバーライドを使用すると、特定のフィールドまたはシリーズのビジュアライゼーション設定をカスタ
マイズできます。これは、特定のフィールドセットを対象とし、それぞれが複数のオプションを定義でき
るオーバーライドルールを追加することで実現されます。

たとえば、「bytes」というテキストを含むすべてのフィールドの単位を設定するには、名前と一致する正
規表現マッチャーを使用してオーバーライドを追加し、次にオーバーライドルールに Unit オプションを追
加します。

例 1: フォーマット温度

結果セットが、時間と温度の 2 つのフィールドで構成されるデータフレームであると仮定します。

time 温度

2020-01-02 03:04:00 45.0

2020-01-02 03:05:00 47.0

2020-01-02 03:06:00 48.0

この構造体の各フィールド (列) には、値の表示方法を変更するフィールドオプションを適用できます。つ
まり、たとえば単位を [温度] > [摂氏] に設定すると、次の表のようになります。

time 温度

2020-01-02 03:04:00 45.0 °C

2020-01-02 03:05:00 47.0 °C

2020-01-02 03:06:00 48.0 °C

また、小数点以下の桁数は必須ではないので削除できます。小数点以下の桁数をauto からゼロ (0) に変更
すると、次の表のようになります。

time 温度

2020-01-02 03:04:00 45 °C

2020-01-02 03:05:00 47 °C

2020-01-02 03:06:00 48 °C

例 2: フォーマットの温度と湿度

結果セットが、時間、高温、低温、湿度の 4 つのフィールドで構成されるデータフレームであると仮定し
ます。

time 高温度 低温度 湿度

2020-01-02 03:04:00 45.0 30.0 67

2020-01-02 03:05:00 47.0 34.0 68
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time 高温度 低温度 湿度

2020-01-02 03:06:00 48.0 31.0 68

摂氏単位を追加して、小数点以下の桁数をなくしましょう。この結果は以下の表になります。

time 高温度 低温度 湿度

2020-01-02 03:04:00 45 °C 30 °C 67 °C

2020-01-02 03:05:00 47 °C 34 °C 68 °C

2020-01-02 03:06:00 48 °C 31 °C 68 °C

温度フィールドは問題ないようですが、ここで湿度を変更する必要があります。これを修正するには、湿
度フィールドにフィールドオプションオーバーライドを適用し、単位を Misc >% (0-100) に変更します。

time 高温度 低温度 湿度

2020-01-02 03:04:00 45 °C 30 °C 67%

2020-01-02 03:05:00 47 °C 34 °C 68%

2020-01-02 03:06:00 48 °C 31 °C 68%

フィールドオーバーライドの追加

フィールドオーバーライドルールは、特定のフィールドまたはシリーズの視覚化設定をカスタマイズでき
ます。

1. 上書を追加するパネルを編集します。
2. パネルオプションのサイドペインで、ペインの下部にある [フィールドオーバーライドの追加] をク

リックします。
3. 上書ルールを適用するフィールドを選択します。

• 名前の付いたフィールド:使用可能なすべてのフィールドのリストからフィールドを選択します。こ
のセレクターを使用してルールに追加したプロパティは、この 1 つのフィールドにのみ適用されま
す。

• 名前が正規表現と一致するフィールド:オーバーライドするフィールドを正規表現で指定します。こ
のセレクターを使用してルールに追加したプロパティは、フィールド名が正規表現と一致するすべ
てのフィールドに適用されます。

• タイプのあるフィールド:文字列、数値などのタイプ別にフィールドを選択します。このセレクター
を使用してルールに追加したプロパティは、選択したタイプに一致するすべてのフィールドに適用
されます。

• クエリによって返されるフィールド:A、B、C など、特定のクエリによって返されるすべてのフィー
ルドを選択します。このセレクターを使用してルールに追加したプロパティは、選択したクエリに
よって返されるすべてのフィールドに適用されます。

4. [オーバーライドプロパティを追加] をクリックします。
5. 適用するフィールドオプションを選択します。
6. フィールドに値を追加してオプションを入力します。オプションをデフォルト値に戻すには、フィー

ルド内の白いテキストを削除します。
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7. 引き続き [オーバーライドプロパティを追加] をクリックしてこのフィールドにオーバーライドを追加
するか、[オーバーライドを追加] をクリックして別のフィールドを選択してオーバーライドを追加で
きます。

8. 終了したら、[保存] をクリックしてすべてのパネル編集をダッシュボードに保存します。

フィールドオーバーライドを削除する

フィールドのオーバーライドが不要になった場合は削除します。オーバーライドを削除すると、値の外観
はデフォルトで元の形式になります。この変更は、影響を受けるパネルを使用するダッシュボードとダッ
シュボードユーザーに影響します。

1. 削除する上書を含むパネルを編集します。
2. パネルオプションのサイドペインで、オーバーライドが表示されるまで下にスクロールします。
3. 削除するオーバーライドをクリックし、関連するごみ箱アイコンをクリックします。

表示フィールドのオーバーライド

フィールドオーバーライドはパネル表示オプションで確認できます。

1. 表示する上書を含むパネルを編集します。
2. パネルオプションのサイドペインで、オーバーライドが表示されるまで下にスクロールします。

[すべて] タブに表示されるオーバーライド設定は、[オーバーライド] タブに表示される設
定と同じです。

フィールドオーバーライドの編集

オーバーライド設定を変更する場合は、フィールドオーバーライドを編集します。変更はすぐに反映され
ます。

1. 編集する上書を含むパネルを編集します。
2. パネルオプションのサイドペインで、オーバーライドが表示されるまで下にスクロールします。
3. 変更するオーバーライドを選択します。
4. 次のいずれかを実行します。

• 既存のオーバーライドまたはフィールド選択パラメータの設定を編集します。
• プロパティの横にある [X] をクリックして、既存のオーバーライドプロパティを削除します。
• オーバーライドプロパティを追加するには、「オーバーライドプロパティを追加」をクリックしま

す。

値マッピングの設定

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

フィールドオーバーライドに加えて、バリューマッピングはビジュアライゼーションに表示されるデータ
の視覚的処理を変更するために使用できる手法です。

値マッピングによってマッピングされた値は、単位フォーマットをバイパスします。つまり、数値にマッ
プされたテキスト値は、設定された単位を使用してフォーマットされません。
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パネルに値マッピングがある場合、Grafana はパネルエディターのサイドペインに概要を表示します。

Note

新しい値のマッピングは、グラフ (古い)、テキスト、ヒートマップなどの一部
のビジュアライゼーションと互換性がありません。

バリューマッピングのタイプ

Grafana は次の値マッピングをサポートしています。

• 値:テキスト値を色または別の表示テキストにマップします。たとえば、値が 10 のすべてのインスタン
スが Perfection として表示されるようにバリューマッピングを設定できます。 番号というよりは

• 範囲:数値範囲を表示テキストと色にマッピングします。たとえば、値が特定の範囲内にある場合、数値
ではなく [低] または [高] を表示するように範囲値のマッピングを設定できます。

• Regex: 正規表現を置換テキストと色にマッピングします。たとえば、値が www.example.com の場
合、Grafana が www を表示してドメインを切り捨てるように正規表現値のマッピングを設定できます。

• Special Null、NaN (数値ではない) などの特殊値や true や false などのブール値を表示テキストと色に
マップします。たとえば、NULL 値が N/A と表示されるように特別な値マッピングを設定できます。

左側のドットを使用して、リスト内の値のマッピングをドラッグして並べ替えることもできます。

値マッピングの例

以下の例を使用して、値マッピングの詳細について学びます。

時系列例

以下の画像は、値マッピングによる時系列ビジュアライゼーションを示しています。このビジュアライ
ゼーションにはバリューマッピングの色は適用されませんが、表示テキストは軸に表示されます。

統計の例

次の画像は、値のマッピングとテキストの色を適用した状態の Stat ビジュアライゼーションを示していま
す。値に影響を与えないようにスパークラインを非表示にできます。

バーゲージの例

以下の画像は、値マッピングによるバーゲージの視覚化を示しています。バリューマッピングの色はテキ
ストに適用されますが、ゲージには適用されません。

テーブル例

以下の画像は、値マッピングによるテーブルビジュアライゼーションを示しています。テーブルに値マッ
ピングの色を表示する場合は、セルの表示モードを [テキストの色] または [背景の色] に設定します。

値をマッピング

1 つの値をフォーマットする場合は、値をマップします。

1. 値をマップする対象のパネルを開きます。
2. パネル表示オプションで、「バリューマッピング」セクションを見つけて、「バリューマッピングを

追加」をクリックします。
3. [新しいマッピングを追加] をクリックし、[値] を選択します。
4. Grafana が一致するように値を入力します。
5. （オプション）表示テキストを入力します。
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6. (オプション) 色を設定します。
7. [更新] をクリックしてバリューマッピングを保存します。

範囲をマッピング

複数の連続した値をフォーマットする場合は、値の範囲をマップします。

1. 値の範囲をマップする対象のパネルを編集します。
2. パネル表示オプションの「バリューマッピング」セクションで、「バリューマッピングを追加」をク

リックします。
3. [新しいマッピングを追加] をクリックし、[範囲] を選択します。
4. Grafana が一致する範囲の開始値と終了値を入力します。
5. （オプション）表示テキストを入力します。
6. (オプション) 色を設定します。
7. [更新] をクリックしてバリューマッピングを保存します。

正規表現のマッピング

正規表現値のテキストと色をフォーマットする場合は、正規表現をマップします。

1. 正規表現をマップしたいパネルを編集します。
2. パネル表示オプションの「バリューマッピング」セクションで、「バリューマッピングを追加」をク

リックします。
3. [新しいマッピングを追加] をクリックし、[正規表現] を選択します。
4. Grafana が照合する正規表現パターンを入力します。
5. （オプション）表示テキストを入力します。
6. (オプション) 色を設定します。
7. [更新] をクリックしてバリューマッピングを保存します。

特別な値をマップする

一般的でない値、ブール値、または空の値をフォーマットする場合は、特別な値をマップします。

1. 特別な値をマップする対象のパネルを編集します。
2. パネル表示オプションで、「バリューマッピング」セクションを見つけて、「バリューマッピングを

追加」をクリックします。
3. [新しいマッピングを追加] をクリックし、[スペシャル] を選択します。
4. Grafana がマッチする特別な値を選択してください。
5. （オプション）表示テキストを入力します。
6. (オプション) 色を設定します。
7. [更新] をクリックしてバリューマッピングを保存します。

バリューマッピングを編集する

値マッピングはいつでも変更できます。

1. 編集する値マッピングを含むパネルを編集します。
2. パネル表示オプションの「バリューマッピング」セクションで、「バリューマッピングの編集」をク

リックします。
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3. 変更を加え、[更新] をクリックします。

凡例の表示
このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

パネルには、ビジュアライゼーションに表示されるデータを解釈するために使用できる凡例が含まれてい
ます。各凡例オプションにより、ビジュアライゼーションに示されるデータにコンテキストとわかりやす
さが加わります。

ビジュアライゼーションにおける系列データの分離
ビジュアライゼーションは視覚的に複雑で、多くのデータ系列が含まれる場合があります。ビジュアライ
ゼーションから系列データを削除することで、表示を簡略化できます。これにより、表示したいデータが
分離されます。Grafana は、[オーバーライド] タブに新しいオーバーライドを自動的に作成します。

変更を適用すると、ビジュアライゼーションの変更がパネルのすべてのユーザーに表示されます。

ビジュアライゼーション内の系列データを分離するには

1. パネルを開きます。
2. 凡例で、分離したいシリーズのラベルを選択します。

システムにより、他のすべての系列データが表示されなくなります。
3. シリーズデータを個別のシリーズに段階的に追加するには、Ctrl キーまたは Command キーを押し

て、追加するシリーズのラベルを選択します。
4. すべてのデータを含むデフォルトビューに戻すには、シリーズのラベルを再度クリックします。
5. 変更を保存してパネルのすべての閲覧者に表示するには、「適用」を選択します。

このトピックは現在、以下のビジュアライゼーションに適用されます。

• 棒グラフ (p. 339)
• ヒストグラム (p. 360)
• 円グラフ (p. 366)
• 州のタイムライン (p. 373)
• ステータス履歴 (p. 374)
• 時系列 (p. 378)

凡例に値を追加する
ビジュアライゼーションにコンテキストを追加する方法として、系列データ値を凡例に追加できます。値
はいくつでも追加できます。変更を適用したら、凡例を水平方向にスクロールしてすべての値を確認でき
ます。

凡例に値を追加するには

1. パネルを編集します。
2. パネル表示オプションペインで、「Legend」セクションを探します。
3. 「凡例値」フィールドで、凡例に表示したい値を選択します。
4. [適用] を選択して変更を保存し、ダッシュボードに戻ります。

331



Amazon Managed Grafana ユーザーガイド
パネルとビジュアライゼーション

シリーズの色の変更

デフォルトでは、Grafana はシリーズデータの色を指定しますが、これは変更できます。

シリーズの色を変更するには

1. パネルを編集します。
2. 凡例で、シリーズに関連するカラーバーを選択します。
3. カラーパレットからプリセット色またはカスタム色を選択します。
4. [適用] を選択して変更を保存し、ダッシュボードに戻ります。

ソートシリーズ

凡例モードを「表」に変更して、計算タイプ (p. 332)凡例に表示するように選択できます。表の値を昇順
または降順にソートするには、凡例表の計算名ヘッダーを選択します。

並べ替え順序は、棒グラフパネル内のバーの位置だけでなく、時系列パネルと棒グラフパネルの積み重ね
られた系列の順序にも影響します。

Note

この機能は、棒グラフ、ヒストグラム、時系列、XYグラフでのみサポートされています。

計算タイプ

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

次の表は Grafana これらの計算は、「変換」タブと、バーゲージ、ゲージ、統計のビジュアライゼーショ
ンにあります。

計算 説明

すべて NULL すべての値が NULL の場合は true

すべてゼロ すべての値が 0 の場合は True

カウントを変更 フィールドの値が変更された回数

Count (カウント) フィールド内の値の数

差分 値の累積変化、増分のみカウント

違い フィールドの最初の値と最後の値の違い

違いパーセントセント
セントセント

フィールドの最初と最後の値の変化率

Distinct count フィールド内の個別値の数

最初 (NULL ではない) まず、フィールドに NULL 値が含まれていないこと

Max フィールドの最大値は

Mean フィールド内のすべての値の平均値
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計算 説明

分散 フィールド内のすべての値の差異

StdDev フィールド内のすべての値の標準偏差

分 フィールドの最小値

最小 (ゼロ以上) フィールドの最小値 (正の値)

[Range] (範囲) フィールドの最大値と最小値の違い

[Step] (ステップ) フィールドの値間の最小間隔

合計 フィールド内のすべての値の合計

ビジュアライゼーションに注釈を付ける
このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

注釈を使用すると、グラフ上のポイントに豊富なイベントをマークできます。注釈にカーソルを合わせる
と、イベントの説明とイベントタグが表示されます。テキストフィールドには、より詳細な他のシステム
へのリンクを含めることができます。

ネイティブ・アノテーション

Grafana にはネイティブのアノテーションストアが付属しており、グラフパネルまたは HTTP API から直
接アノテーションイベントを追加できます。

注釈の追加

1. ダッシュボードで、時系列パネルをクリックします。コンテキストメニューが表示されます。
2. コンテキストメニューで、[注釈を追加] をクリックします。
3. 注釈の説明と、オプションでタグを追加します。
4. [Save] (保存) をクリックします。

または、Ctrl+Click注釈を追加するかCmd+Click、時系列パネルに注釈を追加するポップオーバーが表
示されます。

領域注釈の追加

1. Ctrl+ClickCmd+Clickダッシュボードまたは時系列パネルで。
2. コンテキストメニューで、[注釈を追加] をクリックします。
3. 注釈の説明と、オプションでタグを追加します。
4. [Save] (保存) をクリックします。

注釈を編集する

1. ダッシュボードで、時系列パネルの注釈インジケーターにカーソルを合わせます。
2. 注釈ツールチップの編集 (鉛筆) アイコンをクリックします。
3. 説明を変更し、オプションでタグを変更します。
4. [Save] (保存) をクリックします。
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注釈を削除する

1. ダッシュボードで、時系列パネルの注釈インジケーターにカーソルを合わせます。
2. 注釈ツールチップのゴミ箱アイコンをクリックします。

組み込みクエリ

注釈を追加しても、その注釈は引き続き表示されます。これは、すべてのダッシュボードに存在する組み
込みの注釈クエリによるものです。この注釈クエリは、現在のダッシュボードから発生したすべての注釈
イベントを取得し、それらが作成されたパネルに表示します。これには、アラート状態履歴の注釈が含ま
れます。注釈の設定を (ダッシュボードの歯車メニューで) 開き、指定されたクエリを変更することで、注
釈の取得と描画を停止できますAnnotations & Alerts (Built-in)。

[名前を付けて保存] 機能を使用してダッシュボードをコピーすると、新しいダッシュボード ID が取得され
るため、元のダッシュボードで作成された注釈はコピーに表示されなくなります。新しい注釈クエリを追
加してタグで絞り込むと、引き続き表示できます。これは、ソースダッシュボードの注釈にフィルターの
基準となるタグがある場合にのみ機能します。

タグによるクエリ

Filter by をに設定すると、-- Grafana --データソースを介してネイティブ注釈ストアから注釈を取得
する新しいクエリを作成できますTags。

Grafana v8.1 以降のバージョンでは、既存のタグの先行入力もサポートしています。少なくとも 1 つのタ
グを指定してください。

たとえば、outages注釈クエリ名を作成してタグを指定しますoutage。このクエリでは、(任意のダッ
シュボードから、または API を通じて) 停止タグを含むすべての注釈が表示されます。注釈クエリで複数
のタグが定義されている場合、Grafana はすべてのタグに一致する注釈のみを表示します。動作を変更す
るには、有効にするとMatch any、指定したタグのいずれかを含む注釈が Grafana に表示されます。

Grafana v5.3以降では、タグクエリでテンプレート変数を使用できます。そのため、さまざまなサービス
の統計を表示するダッシュボードと、表示するサービスを指定するテンプレート変数がある場合は、アノ
テーションクエリで同じテンプレート変数を使用して、それらのサービスのアノテーションのみを表示で
きるようになりました。

他のデータソースへのクエリ

注釈イベントは、注釈クエリを通じて取得されます。新しい注釈クエリをダッシュボードに追加するに
は、ダッシュボード設定メニューを開き、[注釈] を選択します。これにより、ダッシュボードの注釈設定
ビューが開きます。新しい注釈クエリを作成するには、[新規] ボタンをクリックします。

注釈クエリの名前を指定します。この名前は、このクエリからのアノテーションイベントの表示を有効ま
たは無効にできるトグル (チェックボックス) に付けられています。たとえば、Deploysとという名前の 2 
つの注釈クエリがあるとしますOutages。トグルでは、表示する注釈を決定できます。

注釈クエリの詳細

注釈クエリオプションはデータソースごとに異なります。特定のデータソースの注釈については、特定の
データソーストピックを参照してください。 (p. 55)

パネル検査ビュー

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。
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パネルメニューから開くことができるパネル検査ビューは、パネルの理解とトラブルシューティングに役
立ちます。任意の Grafana パネルの未加工データを検査したり、そのデータをカンマ区切り値 (CSV) ファ
イルにエクスポートしたり、クエリリクエストを表示したり、パネルとデータ JSON をエクスポートした
りできます。

Note

すべてのパネルタイプにすべてのタブがあるわけではありません。たとえば、
ダッシュボードのリストパネルには検査する生データがないため、[統計]、[デー
タ]、または [クエリ] タブは表示されません。

パネルインスペクターは、次のオプションで構成されます。

1. パネルインスペクターでは、ペインの上部に Inspect: [NameOfPanelBeingInspected] が表示されます。
右上隅の矢印をクリックして、ペインを拡大または縮小します。

2. データタブ- 変換が適用されたクエリによって返された未加工データが表示されます。オーバーライド
や値のマッピングなどのフィールドオプションは、デフォルトでは適用されません。

3. 「統計」タブ- クエリにかかった時間と返される量が表示されます。
4. JSON タブ- パネル JSON、パネルデータ JSON、およびデータフレーム構造 JSON を表示およびコ

ピーできます。これは、Grafana をプロビジョニングまたは管理する場合に便利です。
5. クエリタブ- Grafana がデータソースをクエリしたときに送信されるサーバーへのリクエストを表示し

ます。
6. エラータブ- エラーが表示されます。クエリがエラーを返した場合にのみ表示されます。

クエリ結果の未処理結果をダウンロード

Grafana は、そのデータへの変換を含むデータを含む CSV ファイルを生成します。パネルがフィールドオ
プションまたはフィールドオプションオーバーライドを適用する前か後にデータを表示するかを選択でき
ます。

1. ダウンロードするクエリデータを含むパネルを編集。
2. クエリエディタで、クエリInspector をクリックします。
3. 「データ」をクリックします。

パネルに複数のクエリが含まれている場合や、複数のノードをクエリする場合は、追加のオプション
があります。

• 結果を選択:表示する結果セットデータを選択します。
• データを変換する
• 時間単位での結合:すべてのクエリの未加工データを、1 列に 1 つの結果セットで一度に表示できま

す。データを並べ替えるには、列の見出しをクリックします。
4. システムがフィールドオーバーライドを適用する前にデータを表示するには、「フォーマット済み

データ」トグルをクリックします。
5. Excel 用に特別にフォーマットされた CSV ファイルをダウンロードするには、「Excel 用にダウン

ロード」トグルをクリックします。
6. 「CSV をダウンロード」をクリックします。

クエリパフォーマンスのパフォーマンスの検査

統計タブには、クエリにかかった時間、送信したクエリの数、返された行数を示す統計が表示されます。
この情報は、クエリのトラブルシューティングに役立ちます。特に、いずれかの数値が予想外に高くなっ
たり低くなったりした場合に便利です。

1. 検証したいパフォーマンスを含むクエリを含むパネルを編集します。
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2. クエリエディタで、クエリInspector をクリックします。
3. 「統計」をクリックします。

統計は読み取り専用形式で表示されます。

クエリのリクエストとレスポンスを検査する

予期しない結果を返すクエリや、期待した結果を返さないクエリをトラブルシューティングする場合は、
クエリのリクエストとレスポンスのデータを調べてください。

1. エクスポートするクエリを含むパネルを編集。
2. クエリエディタで、クエリInspector をクリックします。
3. [更新] をクリックします。

パネルには応答データが入力されます。
4. 必要に応じて調整を行い、クエリを再実行します。
5. クエリリクエストとレスポンスデータをダウンロードするには、「クリップボードにコピー」アイコ

ンをクリックし、結果を別のアプリケーションに貼り付けます。

Grafana バージョン 9 で利用できるビジュアライゼーション

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

Grafana は、さまざまなユースケースをサポートするためにさまざまなビジュアライゼーションを提供し
ています。ドキュメントのこのセクションでは、組み込みパネル、そのオプション、および一般的な使用
方法について説明します。

使い始めたり、時系列パネル (p. 378)パネルの使い方の基本を学んだりするのによく使われるパネルがパ
ネルです。

トピック
• [Adfiguration] パネル (p. 337)
• [Adfiguration] パネル (p. 338)
• 棒グラフのパネル (p. 339)
• 棒ゲージ (p. 342)
• ろうそくパネル (p. 343)
• Canvas パネル (p. 344)
• 時計パネル (p. 345)
• ダッシュボードリスト (p. 346)
• ゲージパネル (p. 347)
• [Adfiguration]] (p. 347)
• [Adfiguration (p. 354)
• ヒートマップパネル (p. 358)
• ヒストグラムパネル (p. 360)
• [Adfiguration (p. 362)
• ニュースパネル (p. 363)
• ノードグラフパネル (p. 363)
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• 円グラフのパネル (p. 366)
• [Adfiguration] パネル (p. 368)
• サンキーパネル (p. 369)
• 散布図のパネル (p. 370)
• [Adfiguration (p. 371)
• ステートタイムラインパネル (p. 373)
• ステータス履歴パネル (p. 374)
• テーブルパネル (p. 375)
• テキストパネル (p. 378)
• 時系列パネル (p. 378)
• トレースパネル (ベータ) (p. 383)
• WindRose (p. 383)

[Adfiguration] パネル

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

アラートリストパネルには、ダッシュボードのアラートが表示されます。現在の状態または最近の状
態変更を表示するようにリストを構成できます。アラートの詳細については、「」を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 のアラート (p. 394)。

これらの設定を使用して、ビジュアライゼーションを微調整します。

オプション

• グループモード — アラートルール別にグループ化されたアラートインスタンスを表示するには [デフォ
ルトグループ化] を選択し、アラートインスタンスをカスタムラベルセットでグループ化するには [カス
タムグルーピング] を選択します。

• 最大アイテム数 — 一覧表示するアラートの最大数を設定します。
• ソート順序 — 表示されるアラートの順序を選択します。

• アルファベット順 (asc) — アルファベット順
• アルファベット順 (desc) — アルファベット順の逆順
• 重要度 — 次の値による重要度別で、1 が最も高くなります。

• alertingまたはfiring:1
• no_data: 2
• pending: 3
• ok: 4
• pausedまたはinactive:5

• このダッシュボードからのアラート — アラートリストがあるダッシュボードからのアラートのみを表示
します。

フィルター

次のオプションを使用して、選択したクエリ、フォルダ、またはタグに一致するようにアラートをフィル
タリングします。

• アラート名 — アラート名クエリを入力します。
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• アラートインスタンスラベル — ラベルクエリを使用してアラートインスタンスをフィルタリングしま
す。例えば、{severity="critical", instance=~"cluster-us-.+"}。

• フォルダ — フォルダを選択します。選択したフォルダーのダッシュボードからのアラートのみが表示さ
れます。

• データソース — 選択したデータソースからのアラートをフィルタリングします。

ステートフィルター

このパネルに表示するアラート状態を選択します。

• アラート
• 保留中
• データなし
• [Normal] (普通)
• エラー

[Adfiguration] パネル

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

注釈パネルには、注釈付きデータを表示するために使用できる注釈のリストが表示されます。さまざまな
オプションを使用して、タグや現在のダッシュボードに基づいてリストをフィルタリングできます。

注釈クエリ

以下のオプションは注釈リストのソースクエリを制御します。

クエリーフィルター

クエリフィルターを使用して、組織内のすべてのダッシュボード、またはこのパネルが配置されている現
在のダッシュボードから注釈のリストを作成します。以下のオプションがあります。

• すべてのダッシュボード-現在の組織のすべてのダッシュボードの注釈を一覧表示します。
• このダッシュボード-リストを現在のダッシュボードの注釈に限定します。

時間範囲

時間範囲オプションを使用して、リストを現在の時間範囲に制限するかどうかを指定します。以下のオプ
ションがあります。

• なし-注釈クエリの時間範囲制限はありません。
• このダッシュボード-注釈リストパネルが利用可能なダッシュボードの時間範囲にリストを限定します。

タグ

タグオプションを使用して、注釈をタグでフィルタリングします。複数のタグを追加して、リストを絞り
込むことができます。

Note

オプションで、タグリストを空のままにして、パネル自体に結果の一部としてリストされている
タグを選択してその場でフィルタリングすることもできます。
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制限

制限オプションを使用して、返される結果の数を制限します。

[Display] (表示)

これらのオプションは、注釈パネル表示に含まれる追加のメタデータを制御します。

ユーザーを表示

このオプションを使用して、注釈を作成したユーザーを表示または非表示にします。

ショータイム

このオプションを使用して、注釈の作成時刻を表示または非表示にします。

タグを表示

このオプションを使用して、注釈に関連するタグを表示または非表示にします。注意:タグを使用して、パ
ネル自体の注釈リストをライブフィルタリングできます。

リンクの動作

リンクターゲット

このオプションを使用して、注釈付きデータの表示方法を選択します。以下のオプションがあります。

• パネル-このオプションを選択すると、対応する注釈が付いたパネルが全画面表示で直接表示されます。
• ダッシュボード-このオプションは、完全なダッシュボードのコンテキストに注釈を集中させます。

前の時間

このオプションを使用して、注釈の前に時間範囲を設定します。「1h」= 1 時間、「10m」= 10 分などの
長さ文字列値を使用してください。

後の時間

このオプションを使用して、注釈の後の時間範囲を設定します。

棒グラフのパネル

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

このパネルの視覚化により、カテゴリデータをグラフ化できます。

サポートされるデータ形式

サポートされるデータフレームは 1 つだけで、X 軸または Y 軸のカテゴリとして使用される文字列フィー
ルドが少なくとも 1 つと、1 つ以上の数値フィールドが必要です。データ形式の例を次に示します。

ブラウザ 市場シェア

Chrome 50
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ブラウザ 市場シェア

Internet Explorer 17.5

数値フィールドが複数ある場合、パネルに棒グラフが表示されます。

時系列または複数の結果セットの視覚化

複数の時系列またはテーブルがある場合は、まず結合または縮小変換を使用してそれらを結合する必要が
あります。たとえば、複数の時系列があり、その最終値と最大値を比較したい場合は、Reduce変換を追加
し、[計算] のオプションとして [Max] と [Last] を指定します。

棒グラフのオプション

以下のオプションを使用してビジュアライゼーションを微調整します。

[Orientation] (向き)

• 自動 — Grafana はパネルのサイズに基づいてバーの向きを決定します。
• 水平 — X 軸をカテゴリ軸にします。
• 垂直 — Y 軸をカテゴリ軸にします。

X 軸の目盛りラベルの最大長は、棒グラフラベルの最大長さを設定します。最大長を超えるラベルは切り
捨てられます (省略記号付き)。

バーラベルの最小間隔:バーラベル間の最小間隔を設定します。

値を表示

値をバーの上または左のどちらに表示するかを制御します。

• 自動 — スペースがある場合は値が表示されます。
• 常に — 常に値を表示します。
• なし — 値を表示しないでください。

スタッキング

棒グラフのスタッキングを制御します。

• オフ — バーは積み重ねられません。
• ノーマル — バーは互いに積み重ねられます。
• パーセント — バーは互いに重なり合い、各バーの高さはスタックの高さ全体に対するパーセンテージで

す（すべてのバースタックは同じ高さになり、合計で 100% になります）。

グループ幅はグループの幅を制御します。0=最小幅、1=最大幅。

バーの幅はバーの幅を制御します。0=最小幅、1=最大幅です。

鉄筋の半径は鉄筋の半径を制御します。0 = 最小、0.5 = 最大半径です。

ポインターをバーの上に置いたときにバーの周辺が強調表示される場合、ホバーコントロールの全領域を
強調表示します。

線幅はバーの線幅を制御します。
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フィルの不透明度は、バーのフィルの不透明度を制御します。

グラデーションモードは、グラデーションフィルのモードを設定します。塗りつぶしのグラデーション
は線の色に基づいています。色を変更するには、標準のカラースキームフィールドオプションを使用しま
す。グラデーションの外観は、フィルの不透明度設定の影響を受けます。

• なし — グラデーションフィルなし。これがデフォルト設定です。
• 不透明度 — グラデーションの透明度は Y 軸の値に基づいて計算されます。フィルの不透明度は、Y 軸

の値とともに増加しています。
• 色相 — グラデーションカラーは、線の色の色相に基づいて生成されます。

ツールチップモード — ビジュアライゼーションの上にカーソルを置くと、Grafana がツールチップを表示
できます。ツールチップの動作を選択します。

• 単一 — ホバーツールチップには、ビジュアライゼーション上でカーソルを合わせている系列が 1 つだ
け表示されます。

• すべて — ホバーツールチップには、ビジュアライゼーション内のすべてのシリーズが表示されま
す。Grafana は、ツールチップのシリーズリストでカーソルを合わせたシリーズを太字で強調表示しま
す。

• 非表示 — ビジュアライゼーションを操作するときはツールチップを表示しません。

Note

オーバーライドを使用すると、ツールチップから個々のシリーズを非表示にできます。

凡例モード — これらの設定を使用して、ビジュアライゼーションでの凡例の表示方法を調整します。詳細
については、「凡例の表示 (p. 331)」を参照してください。

• リスト — 凡例をリストとして表示します。これはレジェンドのデフォルトの表示モードです。
• 表 — 凡例を表として表示します。
• 非表示 — 凡例を非表示にします。

凡例配置 — 凡例を配置する場所を選択します。

• 下 — グラフの下。
• 右 — グラフ右横です。

凡例計算 — 凡例に表示する標準計算を選択します。複数を使用できます。

テキストサイズ — 値を入力して、棒グラフのテキストのサイズを変更します。

軸 — 以下のフィールド設定を使用して、座標軸の表示方法を調整します。一部のフィールドオプション
は、編集中のフィールドオプションボックスの外側をクリックするか、Enter キーを押すまでビジュアラ
イゼーションに影響しません。

• 配置 — Y 軸の配置を設定します。
• 自動 — Grafana はシリーズに Y 軸を自動的に割り当てます。単位の異なるシリーズが2つ以上ある場

合、Grafana は左軸を最初の単位に、右軸を次の単位に割り当てます。
• 左 — すべての Y 軸を左側に表示します。
• 右 — すべての Y 軸を右側に表示します。
• 非表示 — すべての Y 軸を非表示にします。
• ラベル — Y 軸のテキストラベルを設定します。Y 軸が複数ある場合は、オーバーライドを使用してさま

ざまなラベルを割り当てることができます。

341



Amazon Managed Grafana ユーザーガイド
パネルとビジュアライゼーション

• 幅 — 軸の固定幅を設定します。デフォルトでは、Grafana は軸の幅を動的に計算します。

軸の幅を設定することで、異なる座標軸タイプのデータを同じ表示比率で共有できます。これにより、
軸が互いに視覚的に近い位置で移動したり伸びたりしないため、複数のグラフのデータを簡単に比較で
きます。

• ソフト最小とソフトマックス — Y 軸の制限をより適切に制御できるように、ソフト最小とソフトマック
スのオプションを設定します。デフォルトでは、Grafana はデータセットに基づいて Y 軸の範囲を自動
的に設定します。

Soft Min と soft max の設定により、データがほとんど平坦な場合にブリップが山になってしまうのを防
ぐことができます。また、標準の最小値/最大値フィールドオプションから導き出される最小値または最
大値を設定すると、断続的なスパイクが定義されたポイントを超えて切り取られることで、有用なディ
テールがフラット化されるのを防ぐことができます。

標準の最小/最大オプションを設定して、Y 軸のハードリミットを定義できます。

棒ゲージ

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

バーゲージは、すべてのフィールドを 1 つの値に減らすことでデータを簡略化します。Grafana が削減を
計算する方法を選択します。

このパネルには、クエリが返す系列、行、または列の数に応じて、1 つ以上のバーゲージを表示できま
す。

値オプション

次のオプションを使用して、ビジュアライゼーションの値の表示方法を調整します。

表示 — Grafana によるデータの表示方法を選択します。

計算 — すべての行に基づいて計算された値を表示します。

• 計算 — Grafana が多数のフィールドを 1 つの値に減らすために使用するリデューサー関数を選択しま
す。使用可能な計算の一覧については、「計算タイプ」を参照してください。

• フィールド — パネルに表示されるフィールドを選択します。

すべての値 — 行ごとに個別の統計情報を表示します。このオプションを選択すると、表示する行数を制限
することもできます。

• 制限 — 表示する行の最大数。デフォルトは5,000です。
• フィールド — パネルに表示されるフィールドを選択します。

棒グラフのオプション

バーゲージの表示方法を調整します。

向き — 積み重ね方向を選択します。

• 自動 — Grafana は最適な方向だと思われるものを選択します。
• 水平 — バーは左から右に水平に伸びます。
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• 垂直 — バーは下から上に垂直に伸びます。

表示モード — 表示モードを選択します。

• グラデーション — しきい値レベルはグラデーションを定義します。
• レトロLCD — ゲージは小さなセルに分かれており、点灯しているものと点灯していないものがありま

す。
• ベーシック — マッチングしきい値に基づく単色。

塗りつぶされていない領域を表示 — バーの塗りつぶされていない領域を濃い灰色でレンダリングしたい場
合に選択します。レトロ LCD 表示モードには適用されません。

最小幅

バー列の垂直方向の幅の最小軸幅を制限します。

大量のデータがあると、軸軸軸軸軸軸軸軸軸軸軸軸軸軸軸軸軸軸軸軸軸軸軸軸軸軸軸軸

最低の高さ

棒行の水平方向の高さの最小値を設定します。

大量のデータがあると、Y 軸スクロールバーが自動的に軸軸軸軸軸軸軸軸軸軸軸軸軸軸軸軸軸軸軸軸軸軸
軸

ろうそくパネル

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

ローソク足パネルでは、価格変動に焦点を当てた一貫したさまざまなディメンションを含むデータを視覚
化できます。ローソク足パネルには、オープン-ハイ-ロー-クローズ（OHLC）モードがあり、時系列デー
タに基づく追加ディメンションもサポートされています。

Candlestick時系列パネル (p. 378) パネルはを基盤として構築されており、一般的な構成設定が多数含ま
れています。

Mode (モード)

モードオプションでは、ビジュアライゼーションに使用するディメンションを切り替えることができま
す。

• Candles では、パネルの寸法を、ローソク足のビジュアライゼーションで使用されている開いたサイ
ズ、高いサイズ、低いサイズ、および閉じたサイズに制限されます。

• 体積は、パネルの寸法を体積寸法に制限します。
• どちらもローソク足パネルのデフォルトの動作です。ローソク足とボリュームの両方の視覚化が含まれ

ています。

キャンドルスタイル

• Candles はデフォルトの表示スタイルで、オープンディメンションとクローズディメンションの間を
キャンドルのように視覚化します。

• OHLC Barsには、コア寸法の始値、高値、安値、終値が表示されます。
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カラーストラテジー

• Openがデフォルトの動作なので。このモードでは、期間内の価格変動がポジティブな場合、アップカ
ラー（下）を使用します。つまり、クローズ時の値がオープン時の値より大きいか等しい場合は、アッ
プカラーが使用されます。

• Prior Closeは別の表示方法なので、ローソクの色は期間間の価格変動または価値の変化に基づいて表示
されます。つまり、オープン時の値がクローズ時の値よりも大きい場合は、アップカラーが使用され
ます。オープン時の値がクローズ時の前の値よりも低い場合は、ダウンカラーが使用されます。この
オプションは、空洞のローソク足表示モードもトリガーします。中空のローソク足は、期間内の動きが
正（値が始値よりも終値が高い）ことを示し、満たされたローソク足は期間内の変化が負であることを
示します（値は始値よりも終値の方が小さくなります）。詳細については、相違点の説明をご覧くださ
い。

アップ＆ダウンカラー

「アップカラー」と「ダウンカラー」オプションでは、価格変動が上昇または下降したときに使用する色
を選択します。上記のカラーストラテジーによって、ローソクとOHLCのバーカラーの選択に期間内また
は期間間の価格変動を使用するかどうかが決まります。

オープン、ハイ、ロー、クローズ

ローソク足パネルはフィールドを適切なディメンションにマッピングしようとします。[開く]、[高]、
[低]、[閉じる] の各オプションを使用すると、パネルでこれらのディメンションにデータをマッピングでき
ない場合に、データをこれらのディメンションにマッピングできます。

Note

これらの値は凡例からは隠されています。

• Open は、指定された期間の開始値に対応します。
• 高値は特定の期間の最高値に対応します。
• Low は、特定の期間の最低値に対応します。
• クローズは、指定された期間の最終（終了）値に対応します。
• ボリュームは、特定の期間のサンプル数に対応します。 (例:取引数)

その他のフィールド

ローソク足パネルは時系列パネルに基づいています。始値、高値、安値、終値、出来高以外のデータディ
メンションも視覚化できます。「含める」オプションと「無視」オプションを使用すると、パネルに表示
されているのと同じスタイルと構成を使用して、単純移動平均やボリンジャーバンドなど、含まれている
他のデータを視覚化できます時系列パネル (p. 378)。

Canvas パネル

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

Canvasは、Grafanaのパワーとカスタム要素の柔軟性を組み合わせた新しいパネルです。キャンバスの
ビジュアライゼーションは、静的レイアウトと動的レイアウトに要素を明示的に配置できる、拡張可能な
フォーム作成パネルです。これにより、標準のGrafanaパネルでは不可能な方法でカスタムのビジュアラ
イゼーションとオーバーレイデータをすべてGrafanaのUI内でデザインできます。よく使われているUIや
ウェブデザインツールを使ったことがあれば、キャンバスパネルのデザインはとても馴染みのあるものに
なるでしょう。
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[Elements] (要素)

指標値

メトリック値要素を使用すると、キャンバスに表示するデータを簡単に選択できます。この要素には独自
の「編集」モードがあり、コンテキストメニューの「編集」オプションまたはダブルクリックでトリガー
できます。編集モードでは、表示するフィールドデータを選択できます。

[Text] (テキスト)

テキスト要素を使用すると、キャンバスにテキストを簡単に追加できます。この要素は、ダブルクリック
またはコンテキストメニューの編集メニューオプションで起動する編集モードもサポートしています。

長方形

長方形要素を使用すると、キャンバスに基本的な長方形を追加できます。長方形要素は、テキスト (固定
データとフィールドデータの両方) の表示をサポートしているほか、データのしきい値に基づいて背景色
を変更することもできます。

[Icon] (アイコン)

icon 要素を使用すると、サポートされているアイコンをキャンバスに追加できます。アイコンの色は、し
きい値または値のマッピングに基づいて設定できます。

Canvas 編集

インラインエディター

Canvasは新しい編集体験をもたらします。ダッシュボードモードのコンテキストで、キャンバスパネルを
インラインで編集できるようになりました。

コンテキストメニュー

コンテキストメニューでは、一般的なタスクにアクセスできます。サポートされている機能には、インラ
インエディターの開閉、要素の複製、要素の削除などが含まれます。

コンテキストメニューは、パネルまたは特定のキャンバス要素を右クリックすると表示されます。パネル
を右クリックすると、背景画像を設定したり、キャンバスに要素を簡単に追加したりできます。

要素を右クリックすると、要素を編集、削除、複製したり、要素のレイヤー位置を変更したりできます。

Canvas オプション

インライン編集

インライン編集トグルでは、キャンバスパネルをロックまたはロック解除できます。オフにすると、キャ
ンバスパネルがロックされ、要素が所定の位置に固定され、意図しない修正ができなくなります。

時計パネル

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

時計パネルには、現在の時刻またはカウントダウンが表示されます。毎秒更新されます。

• モード — デフォルトは時間です。カウントダウンを選択した場合は、カウントダウン期限を設定してカ
ウントダウンを開始します。

• 12 時間または 24 時間 — 時刻を表示するオプションは 12 時間形式と 24 時間形式です。
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• タイムゾーン — タイムゾーンはモーメントタイムゾーンライブラリによって提供されます。デフォルト
はコンピューターのタイムゾーンです。

• カウントダウン期限 —「モード」を「カウントダウン」に設定している場合、カウントダウンする日時
を指定します。

• カウントダウン終了テキスト — カウントダウンが終了したときに表示するテキストを指定します。
• 日付/時刻フォーマットオプション — フォントサイズ、太さ、日付/時刻フォーマットをカスタマイズし

ます。カウントダウンを表示していて、秒数が刻々と下がるのを見たくない場合は、hh:mmh:mm A時刻
形式を24時間制または12時間制に変更してください。オプションの詳細なリストについては、「表示」
を参照してください。

• 背景色 — 時計の背景色を選択します。

ダッシュボードリスト

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

ダッシュボードリストの視覚化により、他のダッシュボードへの動的リンクを表示できます。このリスト
は、スター付きダッシュボード、最近表示したダッシュボード、検索クエリ、およびダッシュボードタグ
を使用するように構成できます。

ダッシュボードを読み込むたびに、このパネルはダッシュボードリストを照会し、 up-to-date 常に最も多
くの結果を表示します。

オプション

これらのオプションを使用して、ビジュアライゼーションを微調整します。

• スター付き — スター付きのダッシュボードをアルファベット順に表示します。
• 最近見たもの — 最近見たダッシュボードをアルファベット順に表示します。
• 検索 — 検索クエリまたはタグでダッシュボードを表示します。[クエリ] または [タグ] に少なくとも 1 つ

の値を入力する必要があります。「クエリ」フィールドと「タグ」フィールドでは、$my_varまたはな
どの変数補間がサポートされます${my_var}。

• 見出しを表示 — 選択したリスト ([スター]、[最近閲覧した項目]、[検索]) が見出しとして表示されます。
• 最大項目数 — セクションごとに一覧表示する項目の最大数を設定します。たとえば、これをデフォルト

値の 10 のままにして、[星付きダッシュボード] と [最近閲覧したダッシュボード] を表示すると、パネル
には合計で最大 20 個のダッシュボード (各セクションに 10 個) が表示されます。

検索

これらのオプションは、[検索] オプションが選択されている場合にのみ適用されます。

• クエリ — 検索するクエリを入力します。クエリでは大文字と小文字が区別されず、値の一部でもかまい
ません。

• フォルダー — 表示するダッシュボードフォルダーを選択します。
• タグ — ここに検索したいタグを入力します。既存のタグは入力しても表示されず、大文字と小文字が区

別されます。

Note

複数のタグと文字列が表示される場合、ダッシュボードリストにはすべての条件に一致するタグ
と文字列が表示されます。
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ゲージパネル

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

ゲージは単一値のビジュアライゼーションで、すべての系列、列、行に対してゲージを繰り返すことがで
きます。

値オプション

次のオプションを使用して、ビジュアライゼーションの値の表示方法を調整します。

Show

Grafana によるデータの表示方法を選択します。

計算

すべての行に基づいて計算された値を表示します。

• 計算 — Grafana が多数のフィールドを 1 つの値に減らすために使用するリデューサー関数を選択しま
す。使用可能な計算のリストについては、「」を参照してください計算タイプ (p. 332)。

• フィールド — パネルに表示するフィールドを選択します。

すべての値

行ごとに個別の統計情報を表示します。このオプションを選択すると、表示する行数を制限することもで
きます。

• 制限 — 表示する行の最大数。デフォルトは5,000です。
• フィールド — パネルに表示するフィールドを選択します。

ゲージ

ゲージの表示方法を調整します。

• しきい値ラベルを表示 — しきい値を表示するかどうかを制御します。
• しきい値マーカーを表示 — しきい値バンドを内側のゲージ値バンドの外側に表示するかどうかを制御し

ます。

テキストサイズ

ゲージテキストのサイズを調整します。

• タイトル — ゲージのタイトルサイズに数値を入力します。
• 値 — ゲージ値サイズの数値を入力します。

[Adfiguration]]

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
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Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

ジオマップパネルのビジュアライゼーションでは、地理空間データを使用して世界地図を表示およびカス
タマイズできます。さまざまなオーバーレイスタイルとマップビュー設定を構成して、データの重要な位
置ベースの特性に簡単に焦点を合わせることができます。

マップビュー

マップビューは、ダッシュボードが読み込まれたときのマップの初期ビューを制御します。

初期ビュー

初期ビューでは、 GeoMap パネルが最初にロードされたときのパネルのレンダリング方法を設定します。

• パネルが最初に読み込まれたときに、ビューがマップの中心を設定します。
• [データに合わせる] では、マップレイヤーのデータ範囲に基づいてマップビューが調整され、データ

が変更されると更新されます。
• データオプションでは、「すべてのレイヤー」、単一の「レイヤー」、または選択したレイヤーの

「最後の値」のデータに基づいて範囲を選択できます。
• 単一の「レイヤー」またはレイヤーの「最後の値」からデータをフィッティングする場合は、レイ

ヤーを選択できます。
• パディングは、データ範囲を超える相対的なパーセントでパディングを設定します (「最終値」の

みを表示する場合は使用できません)。
• 最大ズームは、データをフィットさせるときの最大ズームレベルを設定します。

• 座標は、以下に基づいてマップビューを設定します。
• 緯度
• 経度

• 以下を含むデフォルトビューも使用できます。
• (0°、0°)
• 北米
• 東南米
• ヨーロッパ
• アフリカ
• 西アジア
• 南アジア
• 東南アジア
• 東アジア
• オーストラリア
• オセアニア

• Zoom は初期ズームレベルを設定します。

マップレイヤー

ジオマップのビジュアライゼーションは、複数のレイヤーの表示をサポートしています。各レイヤーは、
ベースマップ上で地理空間データをどのように視覚化するかを決定します。

Types]

ジオマップビジュアライゼーションでは、3 種類のマップレイヤータイプを選択できます。

• マーカーレイヤー (p. 350)各データポイントにマーカーをレンダリングします。
• ヒートマップレイヤー (p. 350)データのヒートマップを視覚化します。
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• GeoJSON (p. 351)GeoJSON ファイルから静的データをレンダリングします。

また、現在アルファ版になっているレイヤータイプは5種類あります。

• ナイト/デイレイヤー (アルファ) (p. 352)夜間または昼の領域をレンダリングします。
• 最後のポイントのアイコン (アルファ) は、最後のデータポイントにアイコンをレンダリングします。
• ダイナミック GeoJSON (アルファ) は、クエリ結果に基づいて GeoJSON ファイルのスタイルを設定し

ます。
• ルート (アルファ) はデータポイントをルートとしてレンダリングします。
• 写真レイヤー (アルファ) (p. 352)各データポイントで写真をレンダリングします。

Note

Aベースマップレイヤー (p. 350) はレイヤーとして追加することもできます。不透明度を指定で
きます。

レイヤーコントロール

レイヤーコントロールでは、レイヤーの作成、名前の変更、レイヤーの順序変更、レイヤーの削除ができ
ます。

• レイヤーを追加すると、ジオマップビジュアライゼーション用の構成可能なデータレイヤーが新たに作
成されます。レイヤーを追加すると、レイヤーの種類を選択するよう求められます。レイヤータイプ
は、パネル設定中にいつでもレイヤータイプを変更できます。各レイヤータイプの詳細については、上
記の「レイヤータイプ」セクションを参照してください。

• レイヤーコントロールでは、パネルのレイヤーの名前の変更、削除、並べ替えができます。
• レイヤー名 (鉛筆アイコン) を編集すると、レイヤーの名前が変更されます。
• ごみ箱はレイヤーを削除します。
• 並べ替え (6 ドット/グラブハンドル) では、レイヤーの順序を変更できます。上位レイヤーのデータ

は、下位レイヤーのデータの上に表示されます。パネルはドラッグアンドドロップするとレイヤーの
順序が更新されるため、レイヤーの順序を簡単に選択できます。

1 つのジオマップパネルに複数のデータレイヤーを追加して、詳細で詳細なビジュアライゼーションを作
成できます。

場所

ジオマップパネルには地理データのソースが必要です。このデータはデータベースクエリから取得され、
データには4つのマッピングオプションがあります。

• 位置データを自動的に検索します。このオプションは、クエリが次のデータフィールド名のいずれかに
基づいている場合に使用します。
• ジオハッシュ:「ジオハッシュ」
• 緯度:「緯度」、「緯度」
• 経度:「経度」、「経度」、「経度」
• ルックアップ:「ルックアップ」

• Coords は、クエリが座標データを保持することを指定します。データベースクエリから緯度と経度の数
値データフィールドを選択するように求められます。

• Geohash は、クエリがジオハッシュデータを保持することを指定します。データベースクエリから 
geohash の文字列データフィールドを選択するように求められます。

• Lookup は、クエリが値にマッピングする必要のある場所名データを保持することを指定します。データ
ベースクエリと地名辞典から検索フィールドを選択するように求められます。地名辞典は、クエリした
データを地理的地点にマッピングするために使用されるディレクトリです。
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ベースマップレイヤー

ベースマップレイヤーは、マッピングアプリケーションの視覚的な基盤となります。通常、世界中を対
象とするデータが含まれています。いくつかのベースレイヤーオプションが用意されており、それぞれに
ベースマップのスタイルを設定するための特定の構成オプションがあります。

Types]

ジオマップビジュアライゼーションでは、4 種類のベースマップレイヤータイプを選択できます。

• ストリートマップレイヤーを開く (p. 351)コラボレーティブな無料の地理世界データベースからマップ
を追加します。

• カートン (p. 351)CARTO ラスターベースマップからレイヤーを追加します。
• Arcfiguration] (p. 352)ESRI ArcGIS からレイヤーを追加します MapServer。
• XYZ (p. 351)汎用タイルレイヤーからマップを追加します。

[Default] (デフォルト)

カートン (p. 351)デフォルトのベースレイヤーはマップを使用します。

マーカーレイヤー

マーカーレイヤーでは、データポイントを円、正方形、三角形、星などのさまざまなマーカー形状として
表示できます。

マーカーには多くのカスタマイズオプションがあります。

• マーカーの色。Single colorデフォルトではすべてのポイントが単一色に保たれま
す。Thresholdsセクションに設定されているデータポイントの値としきい値に応じて、複数の色を使
用する代替オプションがあります。

• マーカーサイズは、マーカーのサイズを設定します。デフォルトはでFixed size、データポイントに
関係なくすべてのマーカーサイズが同じになります。ただし、対応するデータポイントに合わせて円を
拡大縮小するオプションもあります。 MinMaxマーカーサイズは、マーカーレイヤーがこの範囲内で拡
大縮小できるように設定する必要があります。

• マーカーシェイプでは、図形、アイコン、またはグラフィックを選択して、データに視覚的なコンテキ
ストを追加できます。シンプルなシェイプや Unicon ライブラリなど、Grafana に付属するアセットから
選択します。画像アセットを含む URL を指定することもできます。画像はスケーラブルベクターグラ
フィック (SVG) でなければなりません。

• フィルの不透明度は、各マーカーの透明度を設定します。

ヒートマップレイヤー

ヒートマップレイヤーは、さまざまなデータポイントをクラスター化して、密度の異なる場所を視覚化し
ます。ヒートマップレイヤーを追加するには:

[データレイヤー] の下のドロップダウンメニューをクリックし、を選択しますHeatmap。

と同様にMarkers、どのデータポイントを視覚化し、どのように視覚化するかを決定するオプションが表
示されます。

• ウェイト値はヒートマップクラスターの強度を設定します。 Fixed valueすべてのデータポイントで
一定の重み値を維持します。この値は 0～1 の範囲で指定する必要があります。マーカーと同様に、ド
ロップダウンには、データ値に応じてウェイト値を自動的にスケーリングする代替オプションがありま
す。

• Radius はヒートマップクラスターのサイズを設定します。
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• ぼかしは、各クラスターのぼかしの量を設定します。

GeoJSON

GeoJSON レイヤーでは、ファイルシステムから静的 GeoJSON ファイルを選択して読み込むことができ
ます。

• GeoJSON URL では、Grafana に同梱されている GeoJSON ファイルをいくつか選択できます。
• デフォルトスタイルは、上記のルールに一致しない場合に適用するスタイルを制御します。

• Color はデフォルトスタイルの色を設定します
• 不透明度はデフォルトの不透明度を設定します。

• スタイルルールは、フィーチャのプロパティに基づいてスタイルを適用します
• ルールを使用すると、ルールを定義するために GeoJSON ファイルからフィーチャ、条件、値を選択

できます。ごみ箱アイコンを使用して、現在のルールを削除できます。
• Color は現在のルールのスタイルの色を設定します
• 不透明度は、現在のルールの透明度レベルを設定します

• スタイルルールを追加すると、追加のスタイルルールが作成されます。

カートン

CARTO レイヤーは CARTO ラスターベースマップから取得されます。

オプション

• テーマ

ライトテーマ、ダークテーマ、オートテーマのいずれかのテーマを選択します。
• [ラベルを表示] を選択すると、国の詳細が地図の上部に表示されます。
• 0 (透明) から 1 (不透明) までの不透明度

XYZ

XYZ タイルレイヤーは、一般的なタイルレイヤーのマップです。

Note

汎用タイルレイヤーの詳細については、「タイル張り Web マップ」および「オープンストリート
マップタイルサーバーのリスト」をご参照ください。

オプション

• URL テンプレート

Note

有効なタイルサーバー URL を {z}/{x}/{y} で設定しますhttps://
tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png。例:

• アトリビューションは、マップコントロールに表示されているレイヤーの参照文字列を設定しま
す (p. 353)。

• 0 (透明) から 1 (不透明) までの不透明度

ストリートマップレイヤーを開く

Open Street Mapの地図です。Open Street Mapは共同で利用できる無料の地理的世界データベースです。
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オプション

• 0 (透明) から 1 (不透明) までの不透明度

Arcfiguration]

ArcGIS レイヤーは ESRI ArcGIS MapServer のレイヤーです。

オプション

• サーバーインスタンスは、次のマップタイプから選択できます。
• ワールドストリートマップ
• ワールドイメージ
• ワールドフィfiguration
• 地形
• 米国地形
• ワールドオーシャン
• カスタム MapServer (フォーマットについては XYZ (p. 351) を参照)

• URL テンプレート
• アトリビューション

• 0 (透明) から 1 (不透明) までの不透明度

ナイト/デイレイヤー (アルファ)

Night/Day レイヤーには、現在の時間範囲に基づいて夜間と昼の地域が表示されます。

Note

詳細については、「 OpenLayers -の拡張機能」を参照してください DayNight。

オプション

• パネルタイムレンジからタイムソースを切り替えます
• ナイトリージョンのカラーはナイトリージョンの色を選択します
• 太陽のアイコンを切り替える太陽アイコンを表示
• 0 (透明) から 1 (不透明) までの不透明度

写真レイヤー (アルファ)

写真レイヤーは、各データポイントで写真をレンダリングします。

Note

詳細については、「拡張機能 OpenLayers -イメージフォトスタイル」を参照してください。

オプション

• 画像ソースフィールド

次のいずれかの形式の画像データを含む文字列フィールドを選択します。
• 画像の URL
• Base64 でエンコードされたイメージバイナリ (data:image/png;base64,…)

• 種類
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画像の周りのフレームスタイルを選択
• [Square] (平方)
• [Circle] (円形)
• アンカー
• フォリオ

• 画像が収まるようにトリミングされている場合、トリミングトグル
• シャドウ:画像の後ろにあるボックスシャドウを切り替えます
• ボーダー:画像の周囲のボーダーサイズを設定します。
• 境界線の色画像の周囲の境界線の色を設定します。
• 半径:画像の全体のサイズをピクセル単位で設定します。

マップコントロール

マップコントロールインターフェイスには、マップ情報とツールオーバーレイに関する次のオプションが
含まれています。

Zoom

このセクションでは、各ズームコントロールについて説明します。

ズームコントロールを表示

左上隅にズームコントロールを表示します。

マウスホイールズーム

マウスホイールを使用してズームインまたはズームアウトをオンまたはオフにします。

アトリビューションを表示

マップ上のベースマップレイヤーの属性を表示します。

スケールを表示

左下隅に縮尺情報を表示します。

Note

単位を [m]/[km] で表示します。

測定ツールを表示

右上隅に測定ツールを表示します。測定値は、このコントロールが開いているときにのみ表示されます。

• クリックして測定を開始
• 続けてクリックして測定を続行
• ダブルクリックして測定を終了する

Note

計測タイプまたは単位を変更すると、以前の計測値がマップから削除されます。
コントロールを閉じてから再度開くと、最新の測定値が表示されます。
測定値は、クリックしてドラッグすることで変更できます。

長さ
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ジオメトリの球状の長さを取得します。この長さは、座標間の大円距離の合計です。マルチパートジオメ
トリの場合、長さは各パーツの長さの合計です。ジオメトリは 'EPSG: 3857' にあると想定されます。

長さの測定には、次の単位を選択できます。

• メトリック (m/km)
• フィート (フィート)
• マイル (mi)
• 海里 (nmi)

エリア

ジオメトリの球面面積を取得します。この面積は、ポリゴンのエッジが球上の大円のセグメントであると
仮定して計算されます。ジオメトリは 'EPSG: 3857' にあると想定されます。

面積の測定には次の単位を選択できます。

• 平方メートル (m²)
• 平方キロメートル (km²)
• 平方フィート (ft²)
• 平方マイル (mi²)
• エーカー (エーカー)
• ヘクタール (ha)

デバッグを表示

マップの右上にデバッグ情報を表示します。これは、データソースのデバッグまたは検証に役立ちます。

• ズームには、マップの現在のズームレベルが表示されます。
• 中央には、マップの中心の現在の経度と緯度が表示されます。

Tooltip

• [なし] データポイントがクリックされたときにのみツールチップが表示されます。
• データポイントの上にポインタを置くと、「詳細」にツールチップが表示されます。

[Adfiguration

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

グラフパネルは、線、点線、または一連のバーとしてレンダリングできます。このタイプのグラフは汎用
性が高く、ほとんどすべての時系列データを表示できます。

データオプションとフィールドオプション

グラフビジュアライゼーションを使用する場合、次のオプションを適用できます。

• データを変換する (p. 304)
• アラート。これは、アラートを設定できる唯一の視覚化タイプです。詳細については、「Grafana バー

ジョン 9 のアラート (p. 394)」を参照してください。
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• しきい値の設定 (p. 321)

表示オプション

ビジュアライゼーションを微調整するには、次の設定を使用します。

• バー — 値を棒グラフとして表示します。
• 線 — 値を折れ線グラフとして表示します。
• 線の幅 — シリーズの線の幅を指定します。デフォルトは 1 です。
• 階段 — 隣接する点を階段として描きます。
• エリアフィル — シリーズのカラーフィルの量を指定します。デフォルトは 1 で、0 は「なし」です。
• フィルグラデーション — エリアフィルのグラデーションの度合いを指定します。デフォルトは 0 で、

勾配はありません。10 は急な勾配です。
• ポイント — 値のポイントを表示します。
• ポイント半径 — ポイントの大きさを制御します。
• アラートしきい値 — パネルにアラートしきい値と地域を表示します。

スタッキングとヌル値

• スタック — 各シリーズは別のシリーズの上に積み重ねられます。
• パーセント — 各シリーズは、すべてのシリーズの合計に対するパーセンテージとして表示されます。こ

のオプションは、「スタック」を選択した場合に使用できます。
• NULL 値 — NULL 値の表示方法を指定します。これは重要な設定です。以下の注記を参照してくださ

い。
• connected — シリーズにギャップがある場合、つまり 1 つ以上の NULL 値がある場合、その行はその

ギャップをスキップして次の NULL 以外の値に接続します。
• null 系列にギャップがある場合 (つまり NULL 値の場合)、グラフの線が折れてギャップが表示されま

す。これはデフォルトの設定です。
• null as zero — シリーズにギャップがある場合 (つまり NULL 値の場合)、グラフパネルにゼロ値とし

て表示されます。

Important

サーバーのCPU負荷を監視していて、負荷が 100% に達すると、サーバーはロックアップし、統
計を送信するエージェントは負荷統計を収集できなくなります。これはメトリクスのギャップに
つながり、デフォルトの NULL 設定を使用すると、Amazon Managed Grafana はそのギャップを
表示し、何か問題があることを示します。これを connected に設定すると、この信号を見逃しや
すくなります。

ホバーツールチップ

これらの設定を使用して、グラフのビジュアライゼーションにカーソルを合わせたときに表示されるツー
ルチップの外観を変更します。

• モード — ホバーツールチップに表示するシリーズの数を指定します。
• すべてのシリーズ — ホバーツールチップには、グラフ内のすべてのシリーズが表示されます。ツール

チップのシリーズリストで、Grafana ワークスペースは一時停止しているシリーズを太字で強調表示
します。

• 単一 — ホバーツールチップには、グラフで一時停止している系列が 1 つだけ表示されます。
• ソート順序 —「全シリーズ」モードを選択した場合、ホバーツールチップに表示されるシリーズの順序

をソートします。グラフを一時停止すると、Amazon マネージド Grafana は線に関連する値を表示しま
す。一般的に、ユーザーは最大値または最低値に最も関心があります。これらの値をソートすると、必
要なデータを見つけやすくなります。
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• なし — ツールチップ内のシリーズの順序は、クエリのソート順序によって決まります。たとえば、シ
リーズをシリーズ名のアルファベット順にソートできます。

• 増加中 — ホバーツールチップの系列は、値順、昇順でソートされ、最も低い値がリストの一番上に表
示されます。

• 減少 — ホバーツールチップ内のシリーズは、値順、降順でソートされ、最も大きい値がリストの一番
上に表示されます。

シリーズオーバーライド

系列オーバーライドにより、グラフパネル内の系列を他の系列とは異なる方法でレンダリングできます。
表示オプションはシリーズごとにカスタマイズすることも、正規表現ルールを使用してカスタマイズする
こともできます。たとえば、ある系列を目立たせるために線幅を太くしたり、右側の Y 軸に移動したりで
きます。

複数のシリーズオーバーライドを追加できます。

シリーズオーバーライドを追加するには

1. 「シリーズオーバーライドを追加」を選択します。
2. 「Alias」または「regex」で、シリーズを入力または選択します。フィールドを選択すると、利用可

能なシリーズのリストが表示されます。

たとえば、/Network.*/Network outとという名前の 2Network in つの系列が一致します。
3. + を選択し、シリーズに適用するスタイルを選択します。各エントリに複数のスタイルを追加できま

す。

• バー — 系列を棒グラフとして表示します。
• 折れ線 — 系列を折れ線グラフとして表示します。
• ラインフィル — エリアフィル付きの折れ線グラフを表示します。
• 塗りつぶしグラデーション — エリアフィルのグラデーション量を指定します。
• 線幅 — 線幅を設定します。
• ヌルポイントモード — このオプションを使用して NULL 値を無視するか、ゼロに置き換えます。これ

は、データのギャップを無視したい場合に重要です。
• 以下に入力してください — 2つのシリーズの間の領域を埋めてください。
• 階段線 — シリーズを階段線として表示します。
• ダッシュ — ダッシュ付きの線を表示します。
• 隠しシリーズ — シリーズを非表示にします。
• ダッシュの長さ — ライン内のダッシュの長さを設定します。
• ダッシュスペース — ライン内のダッシュ間のスペースの長さを設定します。
• ポイント — シリーズを個別のポイントとして表示します。
• ポイント半径 — ポイントレンダリングの半径を設定します。
• スタック — シリーズのスタックグループを設定します。
• 色 — シリーズの色を設定します。
• Y 軸 — シリーズの Y 軸を設定します。
• Z-index — シリーズの Z インデックス (レンダリング順序) を設定します。このオプションは、棒グラフ

や面グラフなど、さまざまなスタイルを重ねる場合に重要です。
• 変換 — 値を負に変換して Y 軸の下にレンダリングします。
• 凡例 — シリーズを凡例に表示するかどうかを制御します。
• ツールチップで非表示 — グラフツールチップにシリーズを表示するかどうかを制御します。
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[Axes] (軸)

これらのオプションを使用して、ビジュアライゼーション内の軸の表示を制御します。

左 Y /右 Y

オプションは両方の Y 軸で同じです。

• 表示 — 軸を表示するか非表示にするかを選択します。
• 単位 — Y 値の表示単位を選択します。
• スケール — Y 値に使用するスケール (線形、対数) を選択します。デフォルトはリニアです。
• Y-Min — Y の最小値。デフォルトは auto です。
• Y-最大 — Y の最大値。デフォルトは auto です。
• 小数 — Y 値に表示する小数点以下の桁数を定義します。デフォルトは auto です。
• ラベル — Y 軸のラベルを指定します。デフォルトは「」です。

Y 軸

• 整列 — 左右の Y 軸を値で整列します。デフォルトはオフ/falseです。
• レベル — 左右の Y 軸の位置合わせに使用する値を、Y=0 から開始して入力します。デフォルトは 0 で

す。このオプションは、[位置合わせ] を選択した場合に使用できます。

X 軸

• 表示 — 軸を表示するか非表示にするかを選択します。
• モード — 表示モードは、グラフパネルの表示を完全に変更します。3つのパネルが1つになったような

ものです。メインモードは、X 軸に時間が表示されます。他の2つのモードは、時間の代わりにX軸に系
列を表示する基本的な棒グラフモードとヒストグラムモードです。
• 時間 (デフォルト) — X 軸は時間を表し、データは時間別 (時間別、分単位など) にグループ化されま

す。
• 系列 — データは時間別ではなく系列別にグループ化されます。Y 軸は引き続き値を表します。

• 値 — これは値に使用する集計タイプです。デフォルトは合計 (値を合計した値) です。
• ヒストグラム — このオプションはグラフをヒストグラムに変換します。ヒストグラムは、数値を範囲

にグループ化する棒グラフの一種で、バケットやビンと呼ばれることもあります。バーが高いほど、
その範囲に含まれるデータが多いことを示します。

ヒストグラムの詳細については、「」を参照してくださいヒストグラムとヒートマップの概
要 (p. 55)。
• バケット — 値をグループ化する基準となるバケットの数を設定します。空欄のままにする

と、Amazon マネージド Grafana は適切な数のバケットを計算しようとします。
• X-Min — この最小制限を下回る値をヒストグラムから除外します。
• X-Max — この最大制限を超える値を除外します。

凡例

これらの設定を使用して、ビジュアライゼーションでの凡例の表示方法を調整します。

オプション

• 表示 — オフにすると凡例が非表示になります。デフォルトは選択されています (true)。
• As Table — 選択すると、テーブルに凡例が表示されます。デフォルトはオン (true) です。
• 右側 — 選択すると、右側に凡例が表示されます。
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• 幅 — 凡例の最小幅をピクセル単位で入力します。このオプションは、[右へ] を選択した場合に使用でき
ます。

値

凡例名の横に追加の値を表示できます。

• Min — メトリクスクエリから返される最小値。
• Max — メトリクスクエリから返される最大値。
• Avg — メトリクスクエリから返された平均値。
• Current — メトリクスクエリから返された最後の値。
• 合計 — メトリクスクエリから返されたすべての値の合計。
• 小数 — 凡例値とグラフホバーツールチップに表示される小数点以下の桁数。

Amazon マネージドGrafana は、クライアント側で凡例値を計算します。これらの凡例値は、メトリック
クエリが使用している集計またはポイント統合のタイプによって異なります。上記の凡例値をすべて同時
に修正できるわけではありません。

たとえば、平均をアグリゲーターとして使用しているようなリクエスト/秒のレートをプロットした場合、
凡例の合計はリクエストの合計数を表しません。これは、Amazon マネージド Grafana が受け取ったすべ
てのデータポイントの合計に過ぎません。

シリーズを非表示にする

指標クエリの系列の値がすべて特定の値の場合、系列を非表示にします。

• NULL のみの場合 — 値=NULL (デフォルトはオフ)
• ゼロのみ — 値=ゼロ (デフォルトはオフ)

タイムリージョン

週末、営業時間、勤務時間外など、特定の時間帯をグラフ上で強調表示して見やすくすることができま
す。設定されているすべてのタイムリージョンはUTC時間を指します。

ヒートマップパネル

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

ヒートマップパネルを視覚化すると、ヒストグラムを時系列で表示できます。ヒストグラムの詳細につい
ては、を参照してくださいヒストグラムとヒートマップの概要 (p. 55)。

データから計算

この設定は、データが (データソース/トランスフォーマーから) 既に計算されたヒートマップなのか、それ
ともパネルで計算すべきヒートマップなのかを決定します。

X バケット

この設定は、X 軸をバケットに分割する方法を決定します。Size 入力で時間間隔を指定できます。たとえ
ば、時間範囲をに設定すると、X 軸上のセルの幅は 11h 時間になります。

Y バケット
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この設定は、Y 軸をバケットに分割する方法を決定します。

Y バケットスケール

次の Y 軸値スケールのいずれかを選択します。

• 線形 — 線形スケール。
• log (基数 2) — 底が 2 の対数スケール。
• log (10 を底とする) — 10 を底とする対数スケール。

Y 軸

Y 軸の表示方法を定義します

配置

• 左 — 左側
• 右 — 右側
• 非表示 — 非表示

単位

単位の設定

小数

この設定は10進数構成を決定します。

最小値/最大値

この設定は軸の範囲を構成します。

リバース

選択すると、軸は逆の順序で表示されます。

カラー

カラースペクトルは、(各バケット内の) 値カウントと各バケットに割り当てられた色との間のマッピング
を制御します。スペクトルの左端の色は最小カウントを表し、右端の色は最大カウントを表します。ライ
トテーマを使用すると、一部の配色が自動的に反転します。

カラーモードを [不透明度] に変更することもできます。この場合、色は変わりませんが、不透明度はバ
ケット数によって変わります。

• Mode (モード)
• スキーム — セルの色で表されるバケット値。

• スキーム — モードが「スキーム」の場合は、カラースキームを選択します。
• 不透明度 — セルの不透明度で表されるバケット値。不透明セルは最大値を意味します。

• 色 — セルの基本色。
• スケール — バケットの値を不透明度にマッピングするためのスケール。

• 線形 — 線形スケール。バケットの値は不透明度に直線的にマップされます。
• sqrt — パワースケール。セルの不透明度はで計算されます。ここでvalue ^ k、kは設定された

指数値です。指数がより小さい場合は1、対数目盛になります。指数がより大きい場合1、指数関
数的なスケールが得られます。の場合1、スケールはリニアと同じになります。
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• 指数 — 指数の値で、より大きい0。

値からの開始/終了色

デフォルトでは、Grafana はバケットの最小値と最大値に基づいてセルの色を計算します。Min と Max を
使用すると、これらの値を上書きできます。バケット値を Z 軸とし、最小値と最大値をそれぞれ Z-Min と 
Z-Max と見なします。

• 開始 — セルの色計算に使用する最小値。バケット値が Min より小さい場合は、「最小」色にマップさ
れます。系列最小値はデフォルト値です。

• 終了 — セルの色計算に使用する最大値。バケット値が最大値より大きい場合は、「最大」色にマップさ
れます。シリーズの最大値はデフォルト値です。

セルの表示

セル表示設定を使用して、ヒートマップ内のセルの視覚化を微調整します。

追加表示オプション

Tooltip

• ツールチップを表示 — ヒートマップツールチップを表示します。
• ヒストグラムを表示 — ツールチップに Y 軸のヒストグラムを表示します。ヒストグラムは、特定のタ

イムスタンプのバケット値の分布を表します。

凡例

ビジュアライゼーションにヒートマップの凡例を表示するかどうかを選択します。

模範者

サンプルデータの表示に使用する色を設定します。

ヒストグラムパネル

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

ヒストグラムを視覚化すると、値の分布が計算され、棒グラフとして表示されます。Y 軸と各バーの高さ
は各ブラケットに入る値の数を表し、X 軸は値の範囲を表します。

ヒストグラムの視覚化は、時系列と 1 つ以上の数値フィールドを含むすべてのテーブル結果をサポートし
ます。

サポートされる形式

ヒストグラムの視覚化は、時系列と 1 つ以上の数値フィールドを含むすべてのテーブル結果をサポートし
ます。

表示オプション

以下のオプションを使用してビジュアライゼーションを微調整します。

バケットサイズ
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バケットのサイズ。自動バケットサイズ設定のため空欄のままにしておきます (全範囲の 10% 以下)。

バケットオフセット

最初のバケットをゼロから始めてはいけない場合。ゼロ以外のオフセットは、集約ウィンドウをシフトし
ます。たとえば、デフォルトのオフセットが 0 で 0 ～ 5、5 ～ 10、10 ～ 15 の 5 サイズのバケットは、オ
フセット 2 で 2 ～ 7、7 ～ 12、12 ～ 17 になります。この場合、0、5、または 10 のオフセットでは、事
実上何も起こりません。通常、このオプションは自動ではなくバケットサイズを明示的に定義して使用し
ます。この設定を有効にするには、オフセット量を 0 より大きく、バケットサイズより小さくする必要が
あります。この範囲外の値も、この範囲内の値と同じ効果があります。

コンバインシリーズ

これにより、すべてのシリーズとフィールドが結合されたヒストグラムにマージされます。

線幅はバーの線幅を制御します。

フィルの不透明度は、バーのフィルの不透明度を制御します。

グラデーションモードは、グラデーションフィルのモードを設定します。塗りつぶしのグラデーション
は線の色に基づいています。色を変更するには、標準のカラースキームフィールドオプションを使用しま
す。グラデーションの外観は、フィルの不透明度設定の影響を受けます。

• なし — グラデーションフィルなし。これがデフォルト設定です。
• 不透明度 — グラデーションの透明度は Y 軸の値に基づいて計算されます。フィルの不透明度は、Y 軸

の値とともに増加しています。
• 色相 — グラデーションカラーは、線の色の色相に基づいて生成されます。

ツールチップモードグラフの上にカーソルを置くと、Grafana はツールチップを表示できます。ツール
チップの動作方法を選択してください:

• シングル — ホバーツールチップには、カーソルを合わせているシリーズのみが表示されます。
• すべて — ホバーツールチップには、ビジュアライゼーション内のすべてのシリーズが表示されま

す。Grafana は、ツールチップのシリーズリストでカーソルを合わせたシリーズを太字で強調表示しま
す。

• 非表示 — ツールチップを表示しません。

Note

オーバーライドを使用して、ツールチップから個々のシリーズを非表示にします。

レジェンドオプション

凡例オプションを有効にすると、値のマッピングまたは閾値括弧のどちらかを表示できます。値マッピ
ングを凡例に表示するには、標準オプションの「配色」オプションを「単色」または「クラシックパレッ
ト」に設定することが重要です。凡例内の閾値ブラケットを確認するには、カラースキームを [しきい値か
ら] に設定します。

凡例モードこれらの設定を使用して、ビジュアライゼーションでの凡例の表示方法を調整します。

• リスト — 凡例をリストとして表示します。これはレジェンドのデフォルトの表示モードです。
• 表 — 凡例を表として表示します。
• 非表示 — 凡例を非表示にします。

レジェンドの配置レジェンドを配置する場所を選択します。
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• 下 — グラフの下。
• 右 — グラフ右横です。

レジェンド値

どの標準計算を凡例に表示するかを選択します。複数を使用できます。詳細については、「計算タイ
プ (p. 332)」を参照してください。

レジェンド計算

凡例に表示する計算を選択します。複数選択できます。

[Adfiguration

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

ログパネルの視覚化には、Elastic、Influx、Lokiなど、ログをサポートするデータソースからのログ行が表
示されます。通常、このパネルはグラフパネルの横に使用して、関連プロセスのログ出力を表示します。

ログパネルには、[クエリ] タブに入力されたクエリの結果が表示されます。複数のクエリの結果はマージ
され、時間順にソートされます。データソースから返される行数が表示しきれない場合は、パネル内をス
クロールできます。

レンダリングされる行数を制限するには、クエリオプションの [最大データポイント] 設定を使用できま
す。設定されていない場合、通常、データソースはデフォルトの制限を適用します。

ログレベル

レベルラベルが指定されているログでは、ラベルの値を使用してログレベルを決定し、それに応じて色を
更新します。ログにレベルラベルが指定されていない場合、その内容がサポートされている表現のいずれ
かに一致するかどうかを調べます (詳細については以下を参照してください)。ログレベルは常に最初に一
致した時点で決定されます。Grafana がログレベルを決定できない場合、未知のログレベルで視覚化され
ます。詳細については、「ログの視覚化 (p. 388)」を参照してください。

ログの詳細

各ログ行には、ラベルと検出されたフィールドを含む拡張可能な領域があり、より確実に操作できます。
各フィールドまたはラベルには、表示されているすべてのログに関連する統計情報を表示する統計アイコ
ンがあります。

データリンク

データリンクを使用すると、ログメッセージの任意の部分を内部リンクまたは外部リンクに変換できま
す。作成されたリンクは、ログ詳細ビュー内の「リンク」セクションにボタンとして表示されます。

表示オプション

次の設定を使用してビジュアライゼーションを微調整します。

• 時間 — 時間列を表示または非表示にします。これは、データソースから報告されたログ行に関連するタ
イムスタンプです。

• 固有ラベル — 固有ラベル列を表示または非表示にします。この列には、一般的でないラベルのみが表示
されます。

• 共通ラベル — 共通ラベルの表示または非表示
• 行の折り返し — 行の折り返しを切り替えます。
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• JSON をプリティファイ — これを設定すると、trueすべての JSON ログがきれいに印刷されます。こ
の設定は JSON 以外の形式のログには影響しません。

• ログ詳細を有効にする — オプションを切り替えて、各ログ行のログ詳細ビューを表示します。デフォル
トの設定は、true です。

• 順序 — 結果を降順または昇順で表示します。デフォルトは降順で、最新のログが最初に表示されま
す。Ascending に設定すると、最も古いログ行が最初に表示されます。

ニュースパネル

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

このパネルには、RSS フィードが表示されます。デフォルトでは、Grafana Labs ブログの記事が表示さ
れます。

表示セクションに RSS の URL を入力します。このパネルタイプは、他のクエリを受け付けません。
Note

RSS フィードは、プロキシなしで Grafana フロントエンドによって読み込まれます。その結果、
適切な CORS ヘッダーで構成された RSS フィードのみが読み込まれます。表示しようとしてい
る RSS フィードが読み込まれない場合は、RSS フィードを再ホストするか、独自のプロキシを
作成することを検討してください。

ノードグラフパネル

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

ノードグラフパネルは、有向グラフまたはネットワークを視覚化します。ディレクテッドフォースレイア
ウトを使用してノードを効果的に配置するため、複雑なインフラストラクチャマップ、階層、または実行
図の表示に役立ちます。

データ要件

ノードグラフパネルにノードとエッジを表示するには、特定の形状のデータが必要です。このパネルで
は、すべてのデータソースまたはクエリを視覚化できるわけではありません。

ノードグラフのビジュアライゼーションはノードとエッジで構成されています。

• ノードは円で表示されます。ノードは、アプリケーション、サービス、またはアプリケーションの観点
から見ると関連するその他のあらゆるものを表すことができます。

• エッジは 2 つのノードをつなぐ線として表示されます。接続は、リクエスト、操作、または 2 つのノー
ド間のその他の関係である可能性があります。

ノードとエッジの両方に、メタデータまたは統計を関連付けることができます。データソースは、表示さ
れる情報と値を定義するので、データソースによって表示する値のタイプが異なったり、一部の値が表示
されなかったりすることがあります。

ノード

通常、ノードにはノード内に 2 つの統計値が表示され、ノードのすぐ下に 2 つの識別子 (通常は名前とタ
イプ) が表示されます。ノードには、ノードの周りに別の値のセットを色の円として表示することもでき
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ます。異なる色のセクションは異なる値を表し、合計すると 1 になるはずです。たとえば、エラーの割合
を円の赤い部分で表すことができます。

ノードを選択すると表示されるコンテキストメニューに、その他の詳細を表示できます。また、コンテキ
ストメニューには、Grafana ワークスペースの他の部分や外部リンクをターゲットにするリンクを追加す
ることもできます。

Note

ノードグラフには1,500個のノードしか表示できません。この制限を超えると、右上隅に警告が表
示され、一部のノードが非表示になります。グラフの非表示ノードマーカーをクリックすると、
グラフの非表示部分を拡張できます。

[Edges] (エッジ)

エッジにカーソルを合わせると、エッジに統計情報が表示されることもあります。ノードと同様に、エッ
ジを選択すると追加の詳細やリンクを含むコンテキストメニューを開くことができます。

AWS X-Rayこの視覚化をサポートする最初のデータソースは、サービスマップ機能のデータソースです。
詳細については、「AWS X-Ray (p. 106)」を参照してください。

ノードグラフのナビゲーション

ノードまたはエッジの外側を選択してポインターをドラッグすると、ノードグラフ内を画面移動できま
す。

ノードグラフの左上隅にあるボタンを使用してズームできます。

隠しノード

適切なパフォーマンスを維持するために、一度に表示されるノードの数は制限されています。この制限を
超えるノードは、クリック可能なマーカーの後ろに隠れます。マーカーには、そのエッジに接続されてい
るおおよその数の非表示ノードが表示されます。マーカーを選択して、そのノードを中心にグラフを拡大
できます。

グリッドビュー

グリッドビューに切り替えると、グラフ内の最も興味深いノードの概要がわかりやすくなります。グリッ
ドビューは、ノードをエッジのないグリッドに表示し、ノード内に表示される統計またはノードの色付き
の境界線で表される統計でソートできます。

ノードをソートするには、レジェンド内の統計を選択します。統計名の横のマーカーは、現在どの統計が
並べ替えに使用されているか、および並べ替えの方向を示しています。

ノードを選択してから [Show in Graph layout] オプションを選択すると、選択したノードにフォーカスが
置かれたグラフレイアウトに切り替わり、グラフ全体のコンテキストで表示されます。

Data API

このビジュアライゼーションを正しく表示するには、特定の形状のデータをデータソースから返す必要が
あります。

ノードグラフには、少なくともグラフの端を記述するデータフレームが必要です。デフォルトでは、ノー
ドグラフはこのデータフレームに基づいてノードと統計を計算します。ノード固有のメタデータをさら
に表示する必要がある場合に備えて、オプションでノードを説明する 2 つ目のデータフレームを送信で
きます。ノードグラフをレンダリングするには、frame.meta.preferredVisualisationType = 
'nodeGraph'両方のデータフレームに設定するかnodes、edgesそれぞれ名前を付ける必要があります。

ストラクチャーからのエッジデータ

必須フィールド:
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フィールド名 型 説明

id string エッジの一意識別子。

ソース string ソースノードの ID。

target string ターゲットの ID。

オプションフィールド:

フィールド名 型 説明

主力 文字列/数値 端にカーソルを合わせると、
オーバーレイに最初に表示さ
れる統計情報。値をそのまま
示す文字列でも、数値でもかま
いません。数字の場合は、その
フィールドに関連する単位も表
示されます。

セカンダリー・スタット 文字列/数値 MainStatと同じですが、そのすぐ
下に表示されます。

詳細__* 文字列/数値 detail__接頭辞が付いた
フィールドは、端をクリック
するとコンテキストメニュー
のヘッダーに表示されま
す。config.displayNameより
読みやすいラベルに使用してく
ださい。

構造からのノードデータ

必須フィールド:

フィールド名 型 説明

id string ノードの一意識別子。この ID 
は、ソースフィールドとター
ゲットフィールドで edge によっ
て参照されます。

オプションフィールド:

フィールド名 型 説明

title string ノードのすぐ下に表示される
ノードの名前。

subtitle string タイトルの下に表示されている
その他の名前、タイプ、または
その他の識別子。
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フィールド名 型 説明

主力 文字列/数値 ノード自体の内部に最初に表示
される統計情報。値をそのまま
示す文字列でも、数値でもかま
いません。数字の場合は、その
フィールドに関連する単位も表
示されます。

セカンダリー・スタット 文字列/数値 MainStatと同じですが、ノード内
のその下に表示されます。

アーク__* number arc__プレフィックスが付
いた任意のフィールドを使用
して、ノードの周りにカラー
サークルが作成されます。こ
れらのフィールドのすべての
値の合計は 1 になるはずで
す。を使用して色を指定できま
すconfig.color.fixedColor。

詳細__* 文字列/数値 ノードをクリックする
と、detail__プレフィッ
クスが付いたフィールド
がコンテキストメニュー
のヘッダーに表示されま
す。config.displayNameより
人間が読みやすいラベルに使用
してください。

円グラフのパネル

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

円グラフには、1 つ以上のクエリから抽出された系列または系列の値が、互いに関連しているときに、円
のスライスの形で表示されます。スライスの円弧の長さ、面積、中心角は、すべての値の合計に関係する
ため、すべてスライスの値に比例します。このタイプのグラフは、小さな値のセットを見た目にも美しい
形で簡単に比較したい場合に最適です。

値オプション

次のオプションを使用して、ビジュアライゼーションの値を絞り込みます。

Show

表示する情報の量を選択します。

• 計算 — 各値を系列ごとに 1 つの値に減らします。
• すべての値 — 1 つのシリーズのすべての値を表示します。

計算

[計算] を選択したときに、各系列を減らす計算を選択します。利用可能な計算については、「計算タイ
プ (p. 332)」を参照してください。
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制限

1 つのシリーズのすべての値を表示する場合、表示される値の数が制限されます。

フィールド

ビジュアライゼーションに表示する 1 つまたは複数のフィールドを選択します。各フィールド名はリスト
に表示されますが、次のオプションのいずれかを選択できます。

• 数値フィールド — 数値を含むすべてのフィールド。
• すべてのフィールド — 変換によって削除されないすべてのフィールド。
• 時間 — 時間値を含むすべてのフィールド。

円グラフのオプション

これらのオプションを使用して、ビジュアライゼーションの外観を調整します。

円グラフタイプ

円グラフの表示スタイルを選択します。次のいずれかになります。

• 円グラフ — 標準の円グラフ
• ドーナツ — 中央に穴が開いた円グラフ

ラベル

円グラフに表示するラベルを選択します。複数選択できます。

• 名前 — シリーズまたはフィールド名。
• パーセント — 全体のパーセンテージ。
• 値 — 未処理の数値。

デフォルトでは、ラベルはグラフ本体の上に白く表示されます。グラフの色を暗くすると、見やすくなり
ます。長い名前や数字は切り取られる可能性があります。

ツールチップモード

ビジュアライゼーションの上にカーソルを置くと、Grafana はツールチップを表示できます。ツールチッ
プの動作を選択します。

• 単一 — ホバーツールチップには、ビジュアライゼーション上でカーソルを合わせている系列が 1 つだ
け表示されます。

• すべて — ホバーツールチップには、ビジュアライゼーション内のすべてのシリーズが表示されま
す。Grafana は、ツールチップのシリーズリストでカーソルを合わせたシリーズを太字で強調表示しま
す。

• 非表示 — ビジュアライゼーションを操作するときはツールチップを表示しません。

オーバーライドを使用して、ツールチップから個々のシリーズを非表示にします。

レジェンドモード

これらの設定を使用して、ビジュアライゼーションでの凡例の表示方法を定義します。凡例の詳細につい
ては、「凡例の設定 (p. 331)」を参照してください。

• リスト — 凡例をリストとして表示します。これはレジェンドのデフォルトの表示モードです。
• 表 — 凡例を表として表示します。
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• 非表示 — 凡例を非表示にします。

レジェンド配置

凡例を表示する場所を選択します。

• 下 — グラフの下。
• 右 — グラフ右横です。

凡例値

どの標準計算を凡例に表示するかを選択します (p. 332)。複数を使用できます。

凡例に表示する値を選択します。複数選択できます。

• パーセント — 全体のパーセンテージ。
• 値 — 未処理の数値。

凡例の詳細については、「凡例の設定 (p. 331)」を参照してください。

[Adfiguration] パネル

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

Plotlyパネルは、オープンソースのJavaScriptグラフライブラリであるPlotlyを使用してチャートをレンダリ
ングします。

データ、レイアウト、Config の各フィールドは、Plotlyのドキュメントで説明されている共通パラメータと
一致します。これらは、JSON 形式である必要があります。

データソースから提供されたデータは、Plotlyチャートに注入する前に、ユーザー定義のスクリプトを介し
て変換できます。このスクリプトには 2 つの引数が含まれます。

• data— データソースから返されたデータ。
• variables— 現在のダッシュボードの Grafana 変数を含むオブジェクト (p. 549) (ユーザー変数とい

くつかのグローバル変数:__from、__to、__interval、および__interval_ms)。

スクリプトは、、、configおよびの 1 つ以上のプロパティを持つオブジェクトを返す必要がありま
すframes。datalayout次に例を示します。

let x  = data.series[0].fields[0].values.buffer
let y  = data.series[0].fields[1].values.buffer
let serie = { 
    x : x, 
    y : y, 
    name : variables.project //where project is the name of a Grafana’s variable
}

return { 
    data : [serie], 
    config : { 
    displayModeBar: false 
    }
}
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スクリプトによって返されたオブジェクトと、Data、Layout、Config の各フィールドに入力された JSON 
がマージされます (ディープマージ)。

スクリプトが指定されていない場合、パネルはデータ、レイアウト、およびConfig フィールドのみを使用
します。

サンキーパネル

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

サンキーパネルには、フローの幅が選択したメトリックに比例して、フローデータを視覚化するのに適し
たサンキーダイアグラムが表示されます。次の画像は、送信元と宛先の 2 つのグループを含むサンキーダ
イアグラムを示しています。

仕組み

サンキーパネルには、フローのソースと宛先の 2 列以上のデータが必要です。クエリでは、データを少な
くとも 2 つのグループにグループ化する必要があります。パネルは、データポイントの最初の列からクエ
リの順序で最後の列へのリンクを描画します。リンクの太さは、クエリの指標によって割り当てられた値
に比例します。

カスタマイズ

• リンク — 現在、リンクの色にはマルチとシングルの2つのオプションがあります。デフォルトでは
マルチカラーです。リンクの色を 1 つ選択するには、[単一リンクの色のみ] オプションを切り替え
て、Grafana のカラーピッカーから色を選択します。

• ノード — ノードカラーオプションを変更することで、長方形のノードの色を変更できます。
• ノード幅 — ノードの幅は、ノード幅スライダーまたは入力ボックスに数値を入力して調整できます。こ

の数値は整数である必要があります。
• ノードパディング — ノード間の垂直パディングは、ノードパディングスライダーまたは入力ボックスに

数値を入力して調整できます。この数値は整数である必要があります。リンクが薄すぎる場合は、この
数を調整してみてください

• ヘッダー — 列ヘッダーは、エディターパネルの表示名オーバーライドを使用して変更できます。テキス
トの色で選択した色と同じ色になります

• サンキーレイアウト — サンキーリンクのレイアウトは、レイアウトイテレーションスライダーを使用し
て少し調整できます。この数は整数でなければならず、レイアウトの生成に使用される緩和反復回数で
す。
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散布図のパネル

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

散布図パネルには、他のグラフパネルよりもシンプルなインターフェースでテーブルデータのX/Y散布図
が表示されます。グラフパネルとは異なり、散布図パネルではデータが時系列である必要はありません。
散布図パネルには、2 つ以上の数値列のデータを含むテーブル形式のデータセットが必要です。

そのうちの 1 つを X 軸に割り当てることができます。1 つ以上を一連の Y 軸の値に割り当てて、その結果
得られるデータを一連のドットとしてプロットできます。各系列では、オプションで統計的ベストフィッ
トのいずれかを使用して回帰直線を表示することもできます。

スキャッターパネルの作成

次の手順は、散布図パネルを使用して散布図を作成する方法を説明します。この例では、男の子と女の子
の年齢別の平均身長を示すデータがあると仮定します。次の表にはAge、Boys、Girls、、が3列の数値
で構成されます。HEIGHT

年齢 少年の身長 女の子の身長

5 109.7 109.5

6 115.6 115.4

7 121.1 120.8

8 126.3 126

9 131.3 131.3

10 136.2 137.1

11 141.2 143.2

12 147 148.7

13 153.6 152.6

14 159.9 155.1

15 164.4 156.7

16 167.3 157.6

17 169 158

18 170 158.3

19 170.8 158.6

散布図を作成する

1. Grafana ダッシュボードで、[パネルを追加] を選択します。
2. クエリには、必要なデータを返すクエリを記述します。この場合、などのクエリを使用しますSELECT 

* FROM HEIGHT。
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3. スキャッタービジュアライゼーションを選択します。

これにより、最初の列を X 軸、他の数値列を Y 軸とする散布図が作成されます。

設定オプション

スキャッターパネルには、次の 4 つのカスタム構成オプションがあります。

• X 軸 — X 軸として使用するフィールド、範囲、タイトル、軸の情報を表示できます。
• Y 軸 — 各フィールドの表示オプション、軸の範囲とタイトル情報など、Y 軸に表示するフィールドを選

択できます。各フィールドに回帰直線を表示するように選択することもできます。回帰直線の構成の詳
細については、次の情報を参照してください。

• 凡例 — パネルの凡例をオンまたはオフにしたり、凡例内のテキストのサイズを選択したりできます。
• 表示 — グリッドの色や境界線のスタイルなど、グラフの他のオプションを設定できます。

回帰直線の設定

各 Y 軸データセットには、個々の点に加えて 1 本の線を表示できます。線種には 5 つのオプションがあり
ます。

• なし — 回帰直線を表示しません。
• シンプル — データセットのポイントをつなぐ回帰直線を表示します。
• 線形 — 最小二乗法のベストフィット法を使用して直線を表示します。
• 指数関数 — 指数関数的に最適な回帰直線を表示します。
• 検出力—検出力の最適な回帰線を表示します。

[Adfiguration

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

統計パネルのビジュアライゼーションには、1つの大きな統計値と、オプションでグラフのスパークライン
が表示されます。しきい値を使用して背景または値の色を制御できます。

デフォルトでは、統計パネルには次のいずれかが表示されます。

• 単一のシリーズまたはフィールドの値だけです。
• 複数のシリーズまたはフィールドの値と名前の両方。

テキストモードを使用して、テキストを表示するかどうかを制御できます。

自動レイアウト調整

パネルは、ダッシュボードで使用可能な幅と高さに応じてレイアウトを自動的に調整します。パネルが小
さくなりすぎると、グラフ (スパークライン) が自動的に非表示になります。

値オプション

次のオプションを使用して、ビジュアライゼーションの値の表示方法を調整します。

Show

Grafana によるデータの表示方法を選択します。
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計算

すべての行に基づいて計算された値を表示します。

• 計算 — Grafana が多数のフィールドを 1 つの値に減らすために使用するリデューサー関数を選択しま
す。使用可能な計算の一覧については、「標準計算 (p. 332)」を参照してください。

• フィールド — パネルに表示されるフィールドを選択します。

すべての値

行ごとに個別の統計情報を表示します。このオプションを選択すると、表示する行数を制限することもで
きます。

• 制限 — 表示する行の最大数。デフォルトは5,000です。
• フィールド — パネルに表示されるフィールドを選択します。

スタートのスタイル

ビジュアライゼーションのスタイルを設定します。

[Orientation] (向き)

積み重ね方向を選択してください。

• 自動 — Grafana は最適な方向だと思われるものを選択します。
• 水平 — バーは左から右に水平に伸びます。
• 垂直 — バーは上から下に垂直に伸びます。

テキストモード

テキストモードオプションを使用して、パネルがレンダリングするテキストを制御できます。値が重要で
なく、名前と色だけが重要な場合は、テキストモードを名前に変更します。この値は引き続き色の決定に
使用され、ツールチップに表示されます。

• 自動 — データに複数のシリーズまたはフィールドが含まれている場合は、名前と値の両方を表示しま
す。

• 値 — 値のみを表示し、名前は表示しません。代わりに、ホバーツールチップに名前が表示されます。
• 値と名前 — 常に値と名前を表示します。
• 名前 — 値の代わりに名前を表示します。値はホバーツールチップに表示されます。
• なし — 何も表示しない (空)。名前と値は、ホバーツールチップに表示されます。

カラーモード

カラーモードを選択します。

• 値 — 値とグラフ領域のみに色を付けます。
• 背景 — 背景にも色を付けます。

グラフモード

グラフとスパークラインのモードを選択します。

• なし — グラフを非表示にし、値のみを表示します。
• 面積 — 値の下に面積グラフを表示します。これには、クエリが時間列を返す必要があります。
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テキスト配置

整列モードを選択します。

• 自動 — 値が 1 つだけ表示されている場合 (繰り返しなし)、値は中央に配置されます。複数の系列または
行が表示されている場合、値は左揃えになります。

• 中心 — 統計値が中央に配置されます。

テキストサイズ

ゲージテキストのサイズを調整します。

• タイトル — ゲージのタイトルサイズに数値を入力します。
• 値 — ゲージ値サイズの数値を入力します。

ステートタイムラインパネル

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

ステートタイムラインパネルのビジュアライゼーションには、時間の経過に伴う個別の状態変化が表示さ
れます。各フィールドまたはシリーズは、独自の水平バンドとしてレンダリングされます。ステートリー
ジョンは値の有無にかかわらずレンダリングできます。このパネルは文字列やブーリアンの状態ではうま
く機能しますが、時系列でも使用できます。時系列で使用する場合、しきい値を使用して数値を離散状態
領域に変換します。

州のタイムラインオプション

以下のオプションを使用してビジュアライゼーションを微調整します。

等しい連続値を結合

Grafana が同じ値が隣り合っている場合に、それらの値をマージするかどうかを制御します。

値を表示

値をステートリージョン内にレンダリングするかどうかを制御します。十分なスペースがある場合、Auto 
は値をレンダリングします。

値を整列

ステート領域内の値の配置を制御します。

行の高さ

行間のスペースを制御します。1 = スペースなし = 0.5 = 50% スペース。

ライン幅

ステートリージョンの線幅を制御します。

フィルの不透明度

ステートリージョンの不透明度を制御します。

バリューマッピング

ブール値または文字列値に色を割り当てるには、を使用します値マッピングの設定 (p. 328)。
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時系列データ (閾値付き)

このパネルは時系列データにも使用できます。この場合、しきい値を使用して時系列を個別の色分けされ
た状態領域に変換します。

レジェンドオプション

凡例オプションを有効にすると、値のマッピングまたは閾値括弧のどちらかを表示できます。値マッピン
グを凡例に表示するには、[標準オプション] の [配色] オプションを [単色] または [クラシックパレット] に
設定することが重要です。凡例内の閾値ブラケットを確認するには、カラースキームを [しきい値から] に
設定します。

凡例モードこれらの設定を使用して、ビジュアライゼーションでの凡例の表示方法を調整します。

• リスト — 凡例をリストとして表示します。これはレジェンドのデフォルトの表示モードです。
• 表 — 凡例を表として表示します。
• 非表示 — 凡例を非表示にします。

レジェンドの配置レジェンドを配置する場所を選択します。

• 下 — グラフの下。
• 右 — グラフ右横です。

凡例値

どの標準計算を凡例に表示するかを選択します (p. 332)。複数を使用できます。

ステータス履歴パネル

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

ステータス履歴の視覚化には、時間の経過に伴う定期的な状態が表示されます。各フィールドまたはシ
リーズは水平行としてレンダリングされます。ボックスはレンダリングされ、各値を中心に配置されま
す。

ステータス履歴の視覚化は、文字列、ブール値、数値フィールド、または時系列で機能します。時間
フィールドは必須です。値マッピングを使用して文字列に色を付けたり、テキスト値を数値範囲に割り当
てたりできます。

表示オプション

以下のオプションを使用してビジュアライゼーションを微調整します。

値を表示

値を値ボックス内にレンダリングするかどうかを制御します。十分なスペースがある場合、Auto は値をレ
ンダリングします。

列幅はボックスの幅を制御します。1=最大幅、0=最小幅。

ライン幅はステートリージョンのライン幅を制御します。

フィルの不透明度は、ステートリージョンのフィルの不透明度を制御します。

374



Amazon Managed Grafana ユーザーガイド
パネルとビジュアライゼーション

バリューマッピング

ブール値または文字列値に色を割り当てるには、を使用します値マッピングの設定 (p. 328)。

時系列データ (閾値付き)

このパネルは時系列データにも使用できます。この場合、しきい値を使用してボックスが色付けされま
す。グラデーションカラースキームを使用して値に色を付けることもできます。

レジェンドオプション

凡例オプションを有効にすると、値のマッピングまたは閾値括弧のどちらかを表示できます。値マッピン
グを凡例に表示するには、[標準オプション] の [配色] オプションを [単色] または [クラシックパレット] に
設定することが重要です。凡例内の閾値ブラケットを確認するには、カラースキームを [しきい値から] に
設定します。

凡例モードこれらの設定を使用して、ビジュアライゼーションでの凡例の表示方法を調整します。

• リスト — 凡例をリストとして表示します。これはレジェンドのデフォルトの表示モードです。
• 表 — 凡例を表として表示します。
• 非表示 — 凡例を非表示にします。

レジェンドの配置レジェンドを配置する場所を選択します。

• 下 — グラフの下。
• 右 — グラフ右横です。

凡例値

どの標準計算を凡例に表示するかを選択します (p. 332)。複数を使用できます。

テーブルパネル

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

テーブルパネルの視覚化は非常に柔軟で、時系列、テーブル、注釈、未加工の JSON データの複数のモー
ドをサポートしています。このパネルには、日付フォーマット、値のフォーマット、色分けのオプション
もあります。

ソート列

列のタイトルをクリックして、ソート順序をデフォルトから降順、昇順に変更します。クリックするたび
に、ソート順序がサイクル内の次のオプションに変わります。一度に 1 つの列のみでソートすることがで
きます。

テーブルオプション

ヘッダーを表示

データソースからインポートされた列名を表示または非表示にします。

列の幅

デフォルトでは、Grafana はテーブルサイズと最小列幅に基づいて列幅を自動的に計算します。この
フィールドオプションは設定を上書きし、すべての列の幅をピクセル単位で定義できます。
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たとえば、100フィールドに入力した場合、フィールドの外側をクリックすると、すべての列の幅が 100 
ピクセルに設定されます。

最小列幅

デフォルトでは、テーブル列の最小幅は 150 ピクセルです。このフィールドオプションはそのデフォルト
を上書きでき、テーブルパネルの新しい最小列幅をピクセル単位で定義します。

たとえば、75フィールドに入力した場合、フィールドの外側をクリックすると、すべての列が幅75ピクセ
ル以上に拡大縮小されます。

スマートフォンやタブレットなどの画面が小さいデバイスの場合は、15050デフォルトのピクセル値を減
らして、テーブルベースのパネルがダッシュボードに正しく表示されるようにします。

列の整理

Grafana がセルの内容をどのように整列させるかを選択してください:

• Auto (デフォルト)
• 左
• 中央
• [Right] (右)

セルタイプ

デフォルトでは、Grafana は自動的に表示設定を選択します。以下のいずれかのオプションを選択して、
すべてのフィールドのデフォルトを設定することで、設定を変更できます。一部のセルタイプでは追加構
成が可能です。

Note

これらを [フィールド] タブで設定すると、タイプは時間フィールドを含むすべてのフィールド
に適用されます。[オーバーライド] タブで設定して、変更を 1 つ以上のフィールドに適用できま
す。

カラーテキスト

しきい値を設定すると、フィールドテキストは適切なしきい値色で表示されます。

カラー背景 (グラデーションまたはソリッド)

しきい値を設定すると、フィールドの背景が適切なしきい値色で表示されます。

ゲージ

セルは、さまざまな表示タイプでグラフィカルなゲージとして表示できます。

Basic (ベーシック)

基本モードでは、しきい値レベルでゲージの色が決まるシンプルなゲージが表示されます。

グラデーション

閾値レベルはグラデーションを定義します。

LCD

ゲージは小さなセルに分かれており、点灯しているものと点灯していないものがあります。

JSON ビュー

376



Amazon Managed Grafana ユーザーガイド
パネルとビジュアライゼーション

コードとしてフォーマットされた値を表示します。値がオブジェクトの場合、カーソルを合わせると 
JSON オブジェクトを参照できる JSON ビューが表示されます。

セルの値検査

テーブルセルからの値検査を有効にします。未加工の値はモーダルウィンドウに表示されます。
Note

セル値の検査は、セル表示モードが [自動]、[テキストの色]、[背景の色]、または [JSON ビュー] 
に設定されている場合にのみ使用できます。

カラムフィルター

列データの表示方法を一時的に変更できます。たとえば、値を高いものから低いものの順に並べたり、特
定の値を非表示にしたりできます。詳細については、以下の「フィルターテーブルの列 (p. 377)」を参照
してください。

ページ分割

このオプションを使用して、ページネーションを有効または無効にします。これはクエリに影響を与えな
いフロントエンドオプションです。有効にすると、ページサイズはテーブルの高さに合わせて自動的に調
整されます。

フィルターテーブル列

列フィルターをオンにすると、テーブルオプションをフィルターできます。

列フィルタリングを有効にするには

1. Grafana で、フィルタリングする列を含むテーブルがあるダッシュボードに移動します。
2. フィルタリングするテーブルパネルで、パネルエディターを開きます。
3. 「フィールド」タブを選択します。
4. [テーブルオプション] で、[列フィルター] オプションをオンにします。

各列のタイトルの横にフィルターアイコンが表示されます。

列の値をフィルターする

列の値をフィルターするには、列タイトルの横にあるフィルター (ファネル) アイコンを選択しま
す。Grafana はその列のフィルターオプションを表示します。

表示する値の横にあるチェックボックスをオンにします。上部の検索フィールドにテキストを入力する
と、それらの値が画面に表示され、スクロールして検索しなくても選択できるようになります。

列フィルターをクリア

フィルターが適用された列には、タイトルの横に青いじょうごが表示されます。

フィルターを解除するには、青いファンネルアイコンを選択して、[フィルターをクリア] を選択します。

テーブルフッター

テーブルフッターを使用して、フィールドの計算を表示できます (p. 332)。

テーブルフッターを有効にしたら、[計算] を選択してから、計算するフィールドを選択できます。

フィールドを選択しない場合、システムはすべての数値フィールドに計算を適用します。

行を数える
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選択したフィールドの値の数ではなく、データセットの行数を表示する場合は、カウント計算を選択
し、カウント行を有効にします。

テキストパネル

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

テキストパネルでは、ダッシュボードにテキストまたは HTML を直接含めることができます。これを使用
して、コンテキスト情報や説明を追加したり、複雑な HTML を埋め込んだりできます。

Mode (モード)

モードは、埋め込みコンテンツの表示方法を決定します。以下のオプションがあります。

• マークダウン — このオプションは、コンテンツをマークダウンとしてフォーマットします。
• HTML — この設定では、コンテンツがサニタイズされた HTML としてレンダリングされます。出力をよ

り直接的に制御する必要がある場合は、disable_sanitize_html フラグを設定して HTML を直接入力でき
ます。

• コード — この設定では、読み取り専用のコードエディター内にコンテンツがレンダリングされます。適
切な言語を選択して、埋め込みテキストにシンタックスハイライトを適用します。

変数

コンテンツ内の変数は展開されて表示されます。

時系列パネル

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

時系列パネルでは、時系列を線、点線、または一連の棒としてレンダリングできます。このタイプのグラ
フは汎用性が高く、ほとんどすべての時系列データを表示できます。

Note

グラフパネルのビジュアライゼーションを時系列ビジュアライゼーションに移行できます。移行
するには、「パネル」タブで「時系列可視化」を選択します。Grafana は該当するすべての設定
を転送します。

トピック
• ツールチップオプション (p. 378)
• レジェンドオプション (p. 379)
• グラフスタイルオプション (p. 379)
• 軸オプション (p. 381)
• カラーオプション (p. 382)

ツールチップオプション

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
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Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

グラフの上にカーソルを置くと、Grafana はツールチップを表示できます。ツールチップの動作方法を選
択してください:

• シングル — ホバーツールチップには、カーソルを合わせているシリーズのみが表示されます。
• すべて — ホバーツールチップには、グラフ内のすべての系列が表示されます。Grafana は、ツールチッ

プのシリーズリストでカーソルを合わせたシリーズを太字で強調表示します。
• 非表示 — ツールチップを表示しません。

レジェンドオプション

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

レジェンドモード — レジェンドの表示方法を選択します。

• リスト — 凡例をリストとして表示します。これがデフォルトです。
• 表 — 凡例を表として表示します。
• 非表示 — 凡例を非表示にします。

凡例の配置 — 凡例を表示する場所を選択します。

• 下 — グラフの下。
• 右 — グラフ右横です。

レジェンド計算

凡例に表示する計算を選択します。詳細については、「計算タイプ (p. 332)」を参照してください。

グラフスタイルオプション

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

グラフスタイル

このオプションを使用して、時系列データの表示方法を定義します。オーバーライドを使用して、同じグ
ラフ内の複数のスタイルを組み合わせることができます。3 つのスタイルオプションがあります。他のス
タイルオプションの中には、特定のグラフスタイルにのみ適用されるものもあります。

• 線 — 時系列をグラフの線として表示します。
• バー — 時系列を、データポイントごとに 1 つずつ、一連のバーとしてグラフに表示します。
• ポイント — データポイントごとに 1 つずつ、時系列を点としてグラフに表示します。

バーアライメント

棒グラフの場合、グラフ上のポイントが描画される位置を基準として、バーの位置を設定します。バーに
は幅があるため、ポイントの前、後、または中央に配置できます。このオプションの選択肢は、[処理前]、
[中央]、または [後] です。
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ライン幅

折れ線グラフの線の太さ、または棒グラフの各バーのアウトラインの太さを設定します。

フィルの不透明度

フィルカラーの不透明度を設定します。塗りつぶしは、たとえば、折れ線グラフでは線の下の領域を表示
したり、棒グラフの棒の色として使用したりします。

グラデーションモード

グラデーションモードは、シリーズの色に基づいてグラデーションフィルを指定します。色を変更す
るには、標準のカラースキームフィールドオプションを使用します。詳細については、「カラースキー
ム (p. 295)」を参照してください。グラデーションモードのオプションは以下のとおりです。

• なし — グラデーションフィルなし。
• 不透明度 — Y 軸の値が大きくなるにつれてフィルの不透明度が高くなる不透明度グラデーション。
• 色相 — シリーズの色相に基づくグラデーション。
• スキーム — カラースキームによって定義されるカラーグラデーション。この設定はフィルとラインで使

用できます。詳細については、「カラーオプション (p. 382)」を参照してください。

グラデーションの外観は、フィルの不透明度設定によっても変更されます。

ポイントを表示

折れ線グラフまたは棒グラフに点を追加するようにビジュアライゼーションを設定できます。[常に]、[し
ない]、または [自動] を選択できます。Auto を使用する場合、Grafana はデータの密度に基づいてポイント
を表示するかどうかを決定します。データの密度が十分に低い場合は、ポイントが表示されます。

ポイントサイズ

描画するポイントのサイズを、直径 1 ～ 40 ピクセルの範囲で設定します。

ライン補間

Grafana が系列ラインを補間する方法を選択します。選択できるのは、[リニア]、[スムーズ]、[ステップ
前]、[ステップ後] です。

線のスタイル

ラインのスタイルを設定します。色を変更するには、標準のカラースキームフィールドオプションを使用
します。

ラインスタイルの外観は、「ライン幅」と「フィルの不透明度」の設定に影響されます。

ラインスタイルの選択肢は、「ソリッド」、「ダッシュ」、「ドット」です。

NULL 値をConnect する

NULL 値 (データのギャップ) をグラフに表示する方法を選択します。NULL 値をつなげて連続した線を作
ることも、オプションでしきい値を設定して、これを超えるとデータ内のギャップがつながらないように
することもできます。「ギャップのあるデータポイントは接続しない」、「ギャップのあるデータポイン
トは常に接続する」、「しきい値」を設定してデータ内のギャップが接続されないようにすることができ
ます。

スタックシリーズ

スタッキングにより、Grafana はシリーズを重ねて表示できます。ビジュアライゼーションでスタッキン
グを使用すると、誤解を招くグラフが作成されやすくなるので注意してください。積み重ねが最善の方法
ではない理由の詳細については、「積み上げ面グラフは役に立たない」を参照してください。
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スタッキングのオプションは次のとおりです。

• オフ — シリーズスタッキングをオフにします。
• ノーマル — シリーズ同士を積み重ねます。
• 100% — パーセンテージで積み重ねます。すべての系列を合計すると 100% になります。

グループ内のスタックシリーズ

スタック動作をオーバーライドして、シリーズをグループでスタックできます。オーバーライドの作成の
詳細については、「」を参照してくださいフィールドオーバーライドの設定 (p. 325)。オーバーライドを
作成するときは、シリーズを参加させたいスタッキンググループの名前を指定します。

以下に記入して

[下を埋める] オプションを選択すると、2 つのシリーズの間の領域が埋められます。このオプションは、
シリーズまたはフィールドオーバーライドとしてのみ使用できます。このオプションを使用すると、系列
線から 0 までではなく、2 つの系列の間の領域を塗りつぶすことができます。たとえば、Max と Min とい
う 2 つの系列がある場合、Max 系列を選択し、Min 系列の下の Fill にオーバーライドできます。これは、2 
本の直列線の間の領域だけを埋めます。

軸オプション

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

軸カテゴリのオプションは、X 軸と Y 軸のレンダリング方法を変更します。一部のオプションは、編集中
のフィールドオプションボックスの外側をクリックするまで有効になりません。またはを押すこともでき
ますEnter。

配置

Y 軸の配置を選択します。オプションは以下のとおりです。

• 自動 — Grafana はシリーズに Y 軸を自動的に割り当てます。単位の異なるシリーズが複数ある場
合、Grafana は左軸を最初の単位に、右軸を次の単位に割り当てます。

• 左 — すべての Y 軸を左側に表示します。
• 右 — すべての Y 軸を右側に表示します。
• 非表示 — すべての Y 軸を非表示にします。

各フィールドまたはシリーズに軸を割り当てるには、フィールドオーバーライドを追加します (p. 325)。

ラベル

Y 軸のテキストラベルを設定します。Y 軸が複数ある場合は、オーバーライドを使用してさまざまなラベ
ルを割り当てることができます。

[Width] (幅)

軸の固定幅を設定します。デフォルトでは、Grafana は軸の幅を動的に計算します。

軸の幅を設定することで、異なる座標軸タイプのデータを同じ表示比率で共有できます。この設定では、
軸が互いに視覚的に近い位置で移動したり伸びたりしないため、複数のグラフのデータを簡単に比較でき
ます。

ソフト最小とソフトマックス
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Y 軸の制限をより適切に制御するには、[Soft min] または [soft max] オプションを設定します。デフォルト
では、Grafana はデータセットに基づいて Y 軸の範囲を自動的に設定します。

ソフト最小とソフトマックスの設定により、大きな変化がない場合でも小さな変化を可視化できます。標
準の最小フィールドオプションと最大フィールドオプションから導出される最小値または最大値を指定す
ると、断続的に発生するスパイクが特定のポイントを超えると切り取られるため、有用なディテールがフ
ラット化されるのを防ぐことができます。

Y 軸のハードリミットを定義するには、標準の最小/最大オプションを設定できます。詳細については、
「標準オプションの設定 (p. 293)」を参照してください。

[Scale] (スケール)

Y 軸のスケーリング方法を設定します。選択肢は [線形] または [対数] です。対数を選択した場合は、さら
に 2 を底とする対数スケールと 10 を底とする対数スケールのどちらかを選択できます。

[Transform] (変換)

系列をオーバーライドして、グラフ上の値に変換を適用できます (基になる値やツールチップ、コンテキ
ストメニュー、または凡例の値には影響しません)。2 つの変換オプションがあります。

• 負の Y 変換 — 結果を Y 軸の負の値に反転します。
• 定数 — 最初の値を定数行として表示します。

カラーオプション

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

デフォルトでは、グラフは標準のカラースキームオプションを使用して系列の色を割り当てま
す (p. 295)。凡例を使用して凡例シリーズのカラーアイコンをクリックしてカラーピッカーを開くことも
できます。この方法で色を設定すると、特定のシリーズに特定の色を設定するオーバーライドルールが自
動的に作成されます。

シリーズの色のデフォルトを上書きするために使用できる追加オプションを以下に示します。

クラシックパレット

最も一般的な設定は、グラフにクラシックパレットを使用することです。このスキームは、順序に基づい
て各フィールドまたはシリーズに自動的に色を割り当てます。クエリでフィールドの順序が変わると、色
も変わります。オーバーライドルールを使用して、特定のフィールドの色を手動で設定できます。

シングルカラー

このモードを使用して色を指定します。レジェンドの各シリーズの横にある色付きの線アイコンをクリッ
クして、カラーピッカーを開くこともできます。これにより、カラースキームを単色と選択した色に設定
する新しいオーバーライドが自動的に作成されます。

バリュー別カラースキーム

[しきい値から] (値別) や [緑-黄-赤 (値別)] などの値別の配色を選択すると、[色系列] オプションが表示され
ます。このオプションは、シリーズに色を割り当てるときに使用する値 (Last、Min、Max) を制御します。

スキームグラデーションモード

グラフスタイルの下にあるグラデーションモードオプションには、「スキーム」という名前のモードがあ
ります。スキームを有効にすると、ラインまたはバーには、選択したカラースキームから定義されたグラ
デーションカラーが割り当てられます。
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しきい値から

カラースキームが [しきい値から (値による)] に設定され、[グラデーション] モードが [スキーム] に設定さ
れている場合、線またはバーの色は、定義されたしきい値を越えるにつれて変化します。スキームで選択
された正確な色のみが表示されます。

グラデーションカラースキーム

グラデーションモードを「スキーム」に設定せずにグラデーションカラースキームを使用すると、系列内
の値が設定されたしきい値の間を移動するにつれて、選択した色間でグラデーションが形成されます。

トレースパネル (ベータ)

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

トレースは、インフラストラクチャ内のサービスを通過するリクエストを追跡して記録できるようにする
視覚化機能です。

トレースの詳細については、「」を参照してくださいExploreでのトレース (p. 391)。

WindRose

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

WindRose パネルは生の時系列データを受け取り、 WindRose データを変換してチャートにマッピングし
ます。
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オプション

WindRose このパネルでは、以下のオプションがサポートされています。

• 軸周波数
• 軸スタイル (度またはコンパス)
• スケール (線形、正方形、対数)

Grafana バージョン 9 でさらに詳しく

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

Grafana のダッシュボード UI には、視覚化用のダッシュボードを構築する機能があります。Exploreでは
ダッシュボードとパネルのオプションが削除されるため、クエリに集中できます。クエリが動作するまで
繰り返し実行でき、クエリからダッシュボードを構築できます。

Note

データを調べたいだけで、ダッシュボードを作成したくない場合は、Exploreを使用するとこれが
はるかに簡単になります。データソースがグラフと表のデータをサポートしている場合、Explore
は結果をグラフと表の両方として表示します。これにより、データの傾向と詳細を同時に確認で
きます。

探索を始める
Note

Exploreにアクセスするには、編集者または管理者の役割が必要です。

Exploreにアクセスするには

1. Grafana ワークスペースで、左側のメニューバーから Exploreメニュー項目を選択します。

空の [エクスプローラ] タブが開きます。

または、パネル内の既存のクエリから開始するには、パネルメニューから「エクスプローラ」オプ
ションを選択します。これにより、パネルからのクエリを含む [エクスプローラ] タブが開き、ダッ
シュボードの外でクエリを微調整または反復できます。

2. 左上のドロップダウンからデータソースを選択します。PrometheusにはカスタムExplore実装があ
り (p. 87)、他のデータソースは標準のクエリエディターを使用しています。

3. クエリフィールドに、データを調べるためのクエリを記述します。クエリフィールドの横には、クリ
アボタン (X)、クエリの追加ボタン (+)、クエリの削除ボタン (-) の 3 つのボタンがあります。通常の
クエリエディタと同様に、複数のクエリを追加および削除できます。

クエリの詳細については、「」を参照してくださいデータのクエリと変換 (p. 296)。

分割して比較
分割ビューを使用すると、 side-by-side グラフや表を比較したり、関連データを 1 ページにまとめて表示
したりするのが簡単になります。
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上から分割ビューを開く

1. Exploreビューで、「分割」ボタンを選択して現在のクエリを複製し、ページを 2 side-by-side つのク
エリに分割します。

Note

新しいクエリに別のデータソースを選択することができます。これにより、たとえば、2 つ
の異なるサーバーの同じクエリを比較したり、ステージング環境と本番環境を比較したりで
きます。

スプリットビューでは、どちらかのタイムピッカーについているタイムシンクボタンを選択すること
で、両方のパネルのタイムピッカーをリンクできます（一方を変更すると、もう一方も変更されま
す）。タイムピッカーをリンクすると、スプリットビュークエリの開始時刻と終了時刻が同期されま
す。これにより、両方の分割パネルで同じ時間間隔を見ることができます。

2. 新しく作成したクエリを閉じるには、「Close Split」ボタンをクリックします。

短縮リンクをシェア
短縮リンクの共有機能を使用すると、クエリパラメータで長い URL を使用する代わりに、/goto/: uid 形式
の小さくてシンプルな URL を作成できます。クエリ結果への短縮リンクを作成するには、Exploreツール
バーの「共有」オプションを選択します。一度も使用されない短縮リンクは、7 日後に自動的に削除され
ます。

Exploreでのクエリ管理

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

Exploreでは、クエリのデバッグに役立つように、クエリのリクエストとレスポンス、クエリの統計をク
エリインスペクターで調べることができます。この機能は、パネルインスペクタータスクの「クエリパ
フォーマンスの検査」と「クエリのリクエストとレスポンスデータの検査 (p. 336) (p. 335)」に似てい
ます。

クエリ履歴

クエリ履歴は、Exploreで使用したクエリのリストです。履歴は Grafana データベースに保存され、他の
ユーザーと共有されることはありません。履歴内のクエリの保存期間は 2 週間です。2 週間以上前のクエ
リは自動的に削除されます。履歴を開いて操作するには、Exploreの [クエリ履歴] ボタンを選択します。

Note

スター付き（お気に入り）のクエリは、2週間の保存期間の対象ではなく、削除されません。

クエリ履歴を表示する

クエリ履歴では、クエリの履歴を表示できます。個々のクエリでは、次のことができます。

• クエリを実行する
• コメントを作成または編集します。
• クエリをクリップボードにコピーします。
• クエリを含む短縮リンクをクリップボードにコピーします。
• クエリにスター (お気に入り) を付けます。
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お気に入りクエリを管理

[クエリ履歴] タブでスターが付けられたクエリはすべて、スター付きリストに表示されます。これによ
り、お気に入りのクエリにすばやくアクセスでき、これらのクエリを最初から入力しなくても再利用でき
ます。

クエリ履歴のソート

デフォルトでは、クエリ履歴には最新のクエリが表示されます。履歴は、日付またはデータソース名で昇
順または降順でソートできます。

クエリ履歴をソートするには

1. [クエリをフィールド別に並べ替える] を選択します。
2. 以下のいずれかのオプションを選択します。

• 最新のものから
• 古いものから

クエリ履歴のフィルタリング

[クエリ履歴] と [スター付き] タブでクエリ履歴を特定のデータソースに絞り込むことができます。

履歴をデータソースにフィルタリングする

1. 「特定のデータソースのフィルタークエリ」フィールドを選択します。
2. 履歴をフィルタリングするデータソースを選択します。複数のデータソースを選択できます。

クエリ履歴タブでは、スライダーを使用してクエリを日付で絞り込むこともできます。

• 垂直スライダーを使用して、クエリを日付で絞り込みます。
• 上部のハンドルをドラッグして開始日を調整します。
• 上部のハンドルをドラッグして終了日を調整します。

クエリ履歴を検索する

履歴からクエリやコメントを検索できます。[クエリ履歴] タブと [スター] タブでクエリを検索できます。

クエリ履歴を検索するには

1. 「検索クエリ」フィールドを選択します。
2. 検索する用語を検索フィールドに入力します。

クエリ履歴設定

クエリ履歴は [設定] タブでカスタマイズできます。次の表で、オプションについて説明します。

設定 デフォルト値

デフォルトのアクティブタブの変更 [クエリ履歴] タブ

Note

クエリ履歴設定はグローバルで、分割モードで両方のパネルに適用されます。
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プロメテウス固有の機能

Exploreは、Prometheus向けのカスタムクエリエクスペリエンスを備えています。クエリを実行すると、
実際には2つのクエリが実行されます。1つはグラフ用の通常のPrometheusクエリで、もう1つはテーブル
用のインスタントクエリです。インスタントクエリは、グラフに表示されているデータの概要を示す各時
系列の最後の値を返します。

メトリクスエクスプローラー

クエリフィールドの左側で [Metrics] を選択し、Metric Explorer を開きます。これにより、
メトリックがプレフィックスごとにグループ化された階層メニューが表示されます。たとえ
ば、Alertmanageralertmanager のすべてのメトリクスはプレフィックスの下にグループ化されます。ど
の指標が利用できるかを調べたいだけなら、これは良い出発点です。

クエリーフィールド

Query フィールドは、標準の Prometheus クエリエディタと同様に、メトリック名と関数のオートコンプ
リートをサポートしています。Enter キーを押して新しい行を作成し、Shift+Enter キーを押してクエリを
実行できます。

オートコンプリートメニューは、Ctrl+Space キーを押すと起動できます。オートコンプリートメニューに
は、最近実行されたクエリのリストを含む新しい履歴セクションが含まれています。

クエリフィールドの下に候補が表示されます。候補を選択すると、提案された変更でクエリが更新されま
す。

• カウンター（指標が単調に増加する）には、レート関数が推奨されます。
• バケットの場合は、ヒストグラム関数が推奨されます。
• 記録ルールについては、ルールを拡張できます。

テーブルフィルター

テーブルパネルのラベル列のフィルターボタンを選択して、クエリ式にフィルターを追加します。複数の
クエリにフィルターを追加することもできます。フィルターはすべてのクエリに追加されます。

Exploreのログ

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

Exploreでは、指標に加えて、次のデータソースのログを調査できます。

• OpenSearch (p. 166)
• InfluxDB (p. 133)
• ロキ (p. 139)

インフラストラクチャの監視とインシデント対応中に、指標とログを詳しく調べて原因を突き止めること
ができます。Exploreでは、メトリックとログを表示して相互に関連付けることもできます side-by-side。
これにより、新しいデバッグワークフローが作成されます。

1. アラートを受信します。
2. メトリクスを掘り下げて調べます。
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3. もう一度ドリルダウンして、メトリックスと時間間隔に関連するログを検索します (future 分散トレー
ス)。

ログの視覚化

ログクエリの結果はグラフにヒストグラムとして表示され、個々のログは次のセクションで説明します。

データソースがフルレンジのログボリュームヒストグラムをサポートしている場合、入力されたすべての
ログクエリのログ分布を含むグラフが自動的に表示されます。この機能は現在、 OpenSearch および Loki 
データソースでサポートされています。

Note

Lokiでは、このフルレンジのログボリュームヒストグラムはメトリッククエリによってレンダリ
ングされますが、クエリする時間範囲によってはコストがかかる可能性があります。このクエリ
は、小規模なLokiインストールでは処理が特に難しい場合があります。これを軽減するには、Loki
の前にnginxなどのプロキシを使用して、これらのクエリにカスタムタイムアウト（10秒など）を
設定することをお勧めします。ログボリュームヒストグラムクエリは、値を含む HTTPX-Query-
Tags ヘッダーを含むクエリを探すことで識別できますSource=logvolhist。これらのヘッ
ダーは、Grafana によってすべてのログボリュームヒストグラムクエリに追加されます。

データソースが全範囲のログボリュームヒストグラムの読み込みをサポートしていない場合、ログモデル
は、自動的に計算された時間間隔で区切られたログ行数に基づいて時系列を計算し、最初のログ行のタイ
ムスタンプがその結果からヒストグラムの開始点を固定します。時系列の最後は、タイムピッカーの To
範囲に固定されます。

ログレベル

レベルラベルが指定されているログの場合、Grafana はラベルの値を使用してログレベルを決定し、それ
に応じて色を更新します。ログにレベルラベルが指定されていない場合、その内容がサポートされている
式のいずれかに一致するかどうかを確認しようとします (詳細については以下を参照してください)。ログ
レベルは常に最初に一致した時点で決定されます。Grafana がログレベルを決定できない場合、未知のロ
グレベルで視覚化されます。

Tip

Loki データソースを使用していて、levelがログ行にある場合は、パーサー 
(JSON、logfmt、regex など) を使用してレベル情報をレベルラベルに抽出し、ログレベルを決定
します。これにより、ヒストグラムでさまざまなログレベルを別々のバーに表示できます。

サポートされているログレベルとログレベルの略語と表現のマッピング:

サポートされている表現 ログレベル Color

現れる 非常事態 パープル

致命的 非常事態 パープル

アラート 非常事態 パープル

評論家 非常事態 パープル

非常事態 非常事態 パープル

エラー エラー 赤色

エラー エラー 赤色

エラー エラー 赤色

388

https://www.nginx.com/
https://www.nginx.com/


Amazon Managed Grafana ユーザーガイド
探索

サポートされている表現 ログレベル Color

警告する warning 黄色

warning warning 黄色

info info 緑

情報 info 緑

通知 info 緑

デバッグ debug 青色

debug debug 青色

トレース トレース ライトブルー

* 不明 グレー

ログナビゲーション
ログ行の横にあるログナビゲーションインターフェイスを使用して、さらにログをリクエストできます。
これを行うには、ナビゲーションの下部にある [古いログ] ボタンを選択します。行数の上限に達し、さら
に多くのログを見たい場合は、これを使ってより多くのログを取得できます。各リクエストは、ナビゲー
ションに個別のページとして表示されます。各ページには、受信ログ行の開始時刻と終了時刻が表示され
ます。ページをクリックして表示すると、以前の結果を確認できます。Exploreはログナビゲーションから
実行された最後の5つのリクエストをキャッシュするので、それらのページをクリックしても同じクエリが
再実行されることはありません。

ビジュアライゼーションオプション
ログの表示方法をカスタマイズしたり、表示する列を選択したりできます。

Time (時間)

時間列を表示または非表示にします。これは、データソースから報告されたログ行に関連するタイムスタ
ンプです。

ユニークなラベル

一般的でないラベルのみを含むユニークラベル列を表示または非表示にします。一般的なラベルはすべて
上に表示されます。

ラップライン

表示を行折り返しにする場合は、これを True に設定します。False に設定すると、水平スクロールになり
ます。

JSON をプリティファイ

trueこれをに設定すると、すべての JSON ログがきれいに印刷されます。この設定は JSON 以外の形式
のログには影響しません。

[Deduplication] (重複排除)

ログデータは非常に繰り返される場合があり、Exploreは重複するログ行を非表示にすることで役立ちま
す。使用できる重複除外アルゴリズムには、次のようないくつかの種類があります。

• 完全一致 — 日付フィールドを除く行全体で完全一致が行われます。
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• 数字 — 継続時間や IP アドレスなどの数字を取り除いた後、その行でマッチします。
• 署名 — 最も積極的な重複排除です。文字と数字をすべて取り除き、残りの空白と句読点を一致させま

す。

結果の順序を反転

受信したログの順序をデフォルトの降順 (新しい順) から昇順 (古い順) に変更できます。

ラベルと検出フィールド

各ログ行には、ラベルと検出されたフィールドを含む拡張可能な領域があり、より確実に操作できます。
すべてのラベルに、選択したラベルをフィルターする (ポジティブフィルター) およびフィルターで除外す
る (ネガティブフィルター) 機能を追加しました。各フィールドまたはラベルには、表示されているすべて
のログに関連する統計情報を表示する統計アイコンもあります。

改行のエスケープ

Exploreは、改行 (,\r) やタブ (\n\t) など、誤ってエスケープされたシーケンスをログ行から自動的に検
出します。このようなシーケンスを検出すると、Exploreには「改行をエスケープする」オプションが表示
されます。

Exploreは、検出した誤ってエスケープされたシーケンスを自動的に修正できます

エスケープシーケンスを自動的に修正するには

1. シーケンスを置き換えるには、「改行をエスケープ」を選択します。
2. 交換品を手動で確認して、正しいことを確認します。

Exploreはこれらのシーケンスを置き換えます。そうすると、オプションが [改行をエスケープ] から [エス
ケープを削除] に変わります。受け取った入力によっては解析が不正確になる可能性があるため、変更を評
価してください。「エスケープを削除」を選択すると、置換を元に戻すことができます。

データリンク

データリンクを使用すると、ログメッセージの任意の部分を内部リンクまたは外部リンクに変換できま
す。作成されたリンクは、ログ詳細ビュー内の「リンク」セクションにボタンとして表示されます。

フィールド表示の切り替え

ログ行を展開し、目のアイコンをクリックしてフィールドを表示または非表示にします。

ロキ固有の機能

Loki は Grafana Labs が提供するオープンソースのログ集約システムです。Loki は、ログの内容をイン
デックスするのではなく、各ログストリームのラベルのセットをインデックス化するため、費用対効果が
高いように設計されています。Loki からのログは、Prometheus のラベルセレクターを使ったクエリと同
様の方法でクエリされます。ラベルを使用してログストリームをグループ化し、Prometheus ラベルと一
致させることができます。Grafana ロキの詳細については、Grafana ロキのGithubをご覧ください。

詳細については、「ログデータのクエリ方法」の「Loki (p. 139)」を参照してください。

指標からログに切り替える

Prometheus クエリからログクエリに切り替えると（最初に分割してメトリクスとログを並べることがで
きます）、ログに存在するクエリのラベルは削除され、そのラベルを使用してログストリームをクエリし
ます。たとえば、次の Prometheus クエリがあるとします。
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grafana_alerting_active_alerts{job="grafana"}

Logs データソースに切り替えると、次のように変わります。

{job="grafana"}

これにより、選択した時間範囲の検索可能なログの塊が返されます。

ログサンプル

選択したデータソースがログサンプルを実装し、ログクエリとメトリッククエリの両方をサポートしてい
る場合、メトリッククエリでは、メトリクスの視覚化に貢献したログラインのサンプルを自動的に表示で
きます。この機能は現在 Loki データソースでサポートされています。

ライブテーリング

ライブテーリング機能を使用すると、サポートされているデータソースのログをリアルタイムで確認でき
ます。

Exploreツールバーのライブボタンを選択して、ライブテールビューに切り替えます。

ライブテールビューでは、新しいログが画面の下部に表示され、背景が色あせて表示されるため、新しい
内容を追跡できます。[一時停止] ボタンを選択するか、ログビューをスクロールして、ライブテーリング
を一時停止し、中断することなく以前のログを調べることができます。ライブテーリングを再開するには 
[再開] ボタンを選択し、ライブテーリングを終了して標準のエクスプローラービューに戻るには [停止] ボ
タンをクリックします。

Exploreでのトレース

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

Exploreでは、トレーシングデータソースからのトレースを視覚化できます。

以下のデータソースがサポートされています。

• イエーガー (p. 134)
• テンポ (p. 184)
• AWS X-Ray (p. 106)
• ジプキン (p. 191)

上記のデータソースのクエリを設定する方法については、特定のデータソースのドキュメントを参照して
ください。

トレースビューの説明

このセクションでは、Trace View ダッシュボードの要素について説明します。

ヘッダー

トレースビューのヘッダーには次の要素があります。
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• ヘッダータイトル:ルートスパンの名前とトレース ID が表示されます。
• 検索:検索したテキストを含むスパンを強調表示します。
• メタデータ:トレースに関するさまざまなメタデータ。

ミニマップ

要約ビューまたはトレースタイムラインを表示します。ポインターをミニマップ上にドラッグすると、よ
り狭い時間範囲にズームできます。ズームするとメインタイムラインも更新されるので、短いスパンが見
やすくなります。ミニマップにカーソルを合わせると、ズームをリセットする選択のリセットボタンが表
示されます。

タイムライン

トレース内のスパンのリストを表示します。各スパン行は、これらのコンポーネントで構成されます。

• 「子スパンを展開」ボタン:選択したスパンのすべての子スパンを展開または縮小します。
• サービス名:スパンを記録したサービスの名前。
• 操作名:このスパンが表す操作の名前。
• スパン期間バー:トレース内の操作時間を視覚的に表します。

スパンの詳細

スパン行の任意の場所をクリックすると、以下を含むスパンの詳細が表示されます。

• オペレーション名
• スパンメタデータ
• タグ:このスパンに関連付けられているすべてのタグ。
• プロセスメタデータ:このスパンを記録したプロセスに関するメタデータ。
• ログ:このスパンで記録されたログと関連するキー値のリスト。Zipkinのログセクションの場合、Zipkinの

注釈が表示されます。

ノードグラフ

オプションで、表示されるトレースのノードグラフを拡張できます。データソースによっては、トレース
のスパンをノードとしてグラフに表示したり、現在のトレースに基づくサービスグラフなどのコンテキス
トを追加したりできます。

ログへのトレース

トレースビュー内のスパンから、そのスパンに関連するログに直接移動できます。これは、テン
ポ、Jaeger、Zipkin の各データソースで使用できます。各データソースの設定方法については、関連する
ドキュメントを参照してください。

ドキュメントアイコンをクリックすると、設定したデータソースを含む分割ビューがExploreで開き、スパ
ンに関連するログをクエリできます。

サービスグラフビュー

サービスグラフビューでは、スパンメトリック (発生率、エラー率、継続時間 (RED) のトレースデータ) と
サービスグラフが視覚化されます。要件を設定すると、この事前設定されたビューがすぐに利用できるよ
うになります。

詳細については、「Tempo (p. 184)」を参照してください。サービスグラフビューページは、Tempo の
ドキュメントにもあります。
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ExploreのInspector

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

インスペクターは、クエリの理解とトラブルシューティングに役立ちます。未処理データを確認し、カン
マ区切り値 (CSV) ファイルにデータをエクスポートし、ログ結果を TXT 形式でエクスポートし、クエリ
リクエストを表示できます。

Inspector UI

Inspector には、次のタブが表示されます。

• 「統計」タブ — クエリにかかった時間と返される量が表示されます。
• クエリタブ — Grafana がデータソースをクエリしたときに送信されたサーバーへのリクエストを表示し

ます。
• JSON タブ — データ JSON とデータフレーム構造 JSON を表示およびコピーできます。
• データタブ — クエリによって返された未加工データが表示されます。
• エラータブ — エラーを表示します。クエリがエラーを返した場合にのみ表示されます。

Inspector タスク

Exploreインスペクターではさまざまなタスクを実行できます。

Inspector を開く

検査したいクエリを実行したら、「Inspector」ボタンを選択します。

Inspector ペインが画面下部に表示されます。

未処理のクエリ結果を検査する

未処理のクエリ結果、つまりクエリによって返されたデータをテーブルに表示できます。

「Inspector」タブで、「データ」タブをクリックします。

複数のクエリや複数のノードのクエリには、追加のオプションがあります。

• データフレームを表示:表示する結果セットデータを選択します。
• 時系列結合:すべてのクエリの未加工データを一度に表示します。1 列に 1 つの結果セットが表示されま

す。列の見出しをクリックしてデータをソートできます。

未処理のクエリ結果を CSV としてダウンロード

未処理のクエリ結果を表示したら、結果の CSV ファイルを生成できます。表示される結果の CSV ファイ
ルが取得されるので、CSV ファイルを生成する前に、必ず結果を絞り込んで、目的の結果が得られるよう
にしてください。

CSV ファイルを生成するには、「Inspector」タブで「CSV をダウンロード」を選択します。

Excel 用に特別にフォーマットされた CSV ファイルをダウンロードするには、[データオプション] を展開
し、[Excel 用にダウンロード] をオンにしてから [CSV をダウンロード] オプションを選択します。

ログ結果を TXT としてダウンロード
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「Inspector」タブの「ログをダウンロード」を選択すると、現在表示しているログの TXT ファイルを生成
できます。

トレース結果のダウンロード

Grafana は、データソースタイプに基づいて、サポートされている形式（Jaeger、Zipkin、または OTLP 
形式）のいずれかでトレース結果の JSON ファイルを生成できます。

トレースをダウンロードするには、「Inspector」タブで「トレースをダウンロード」を選択します。

クエリのパフォーマンスを検査

統計タブには、クエリにかかった時間、送信したクエリの数、返された行数を示す統計が表示されます。
この情報は、クエリのトラブルシューティングに役立ちます。特に、いずれかの数値が予想外に高くなっ
たり低くなったりした場合に便利です。

統計は読み取り専用です。

JSON モデルを表示する

データフレームの JSON モデルだけでなく、データも探索してエクスポートできます。

JSON モデルを表示するには

1. Inspector パネルで、「JSON」タブをクリックします。
2. 「ソースを選択」 ドロップダウンから、次のいずれかのオプションを選択します。

• データ — Exploreに返されたデータを表すJSONオブジェクトを表示します。
• DataFrame structure — 未処理の結果セットを表示します。

3. JSON の一部を展開または折りたたんで、個別のセクションを表示できます。Copy to clipboard オプ
ションを選択して JSON 本文をコピーして別のアプリケーションに貼り付けることもできます。

データソースへの未処理のリクエストとレスポンスを表示

ExploreとInspector タブで作業しているときに、クエリで生成している未処理のリクエストとレスポンス
データを表示できます。Inspector で「クエリ」タブを選択し、「更新」を選択して未加工データを表示し
ます。

Grafana はクエリをサーバーに送信し、結果を表示します。クエリの特定の部分をドリルダウンしたり、
すべてを展開または折りたたんだり、データをクリップボードにコピーして他のアプリケーションで使用
したりできます。

Grafana バージョン 9 のアラート
このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

Grafana アラートは、システム内の問題が発生した直後にそれを知るのに役立つ、確実で実用的なアラー
トを提供するため、サービスの中断を最小限に抑えることができます。

Amazon Managed Grafana では、アラート情報を 1 つの検索可能なビューにまとめた最新のアラートシス
テムである Grafana アラートにアクセスできます。これには、次の機能が含まれます。

• Grafana アラートを一元的に作成して管理します。

394



Amazon Managed Grafana ユーザーガイド
アラート

• CortexとLokiのマネージドアラートを単一のインターフェースで作成および管理します。
• Prometheus、プロメテウス用 Amazon マネージドサービス、その他の Alertmanager 互換データソース

からのアラート情報を表示します。

Amazon マネージド Grafana ワークスペースを作成する際には、Grafana アラートを使用するか、を使用
するかを選択できますクラシックダッシュボードアラート (p. 597)。このセクションでは、Grafana ア
ラートについて説明します。

Note

クラシックアラートを有効にしてワークスペースを作成し、Grafana アラートに切り替えたい場
合は、2 つのアラートシステムを切り替えることができます。 (p. 423) 。

Grafana アラートの制限
• Grafana アラートシステムは、Prometheus、Prometheus、ロキ、アラートマネージャーの利用可能な

すべての Amazon マネージドサービスのデータソースからルールを取得できます。サポートされている
他のデータソースからルールを取得できない場合があります。

• Prometheus ではなく Grafana で定義されたアラートルールは、連絡先に複数の通知を送信します。ネ
イティブの Grafana アラートを使用している場合は、従来のダッシュボードアラートをそのまま使用
し、新しい Grafana アラート機能を有効にしないことをお勧めします。Prometheus データソースで定
義されているアラートを表示したい場合は、Grafana アラートを有効にすることをおすすめします。こ
れにより、Prometheus Alertmanager で作成されたアラートに対して通知が 1 回のみ送信されます。

トピック
• 概要 (p. 395)
• アラートの使用 (p. 396)
• アラートをセットアップする (p. 415)
• 従来のダッシュボードアラートを Grafana アラートに移行する (p. 423)
• アラートルールを管理 (p. 424)
• アラート通知を管理する (p. 433)

概要

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

以下では、Grafana Alerting の仕組みの概要を説明し、連携して柔軟で強力なアラートエンジンの中核を形
成するいくつかの重要な概念を紹介します。

1. データソース

使用するデータにアラートで接続します。このデータは、多くの場合、アラート用の時系列デー
タであり、監視および分析対象のシステムの詳細を示しています。詳細については、「データソー
ス (p. 58)」を参照してください。

2. アラートルール

アラートインスタンスを起動するかどうかを決定する評価基準を設定します。アラートルールは、デー
タソースからデータを取得するための 1 つ以上のクエリと式、アラートの必要性を説明する条件、評価
の頻度、およびオプションでアラートがトリガーされるまでに条件を満たす必要がある期間で構成され
ます。
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Grafana マネージドアラートは多次元アラートをサポートしています。つまり、各アラートルールで複
数のアラートインスタンスを作成できます。これは、1 つのエクスプレッションで複数の系列を観察す
る場合に非常に便利です。

3. ラベル

アラートルールとそのインスタンスを通知ポリシーとサイレンスと一致させます。また、アラートを重
大度別にグループ化するためにも使用できます。

4. 通知ポリシー

アラートが発生したときにチームに通知できるように、アラートをどこに、いつ、どのようにルーティ
ングするかを設定します。各通知ポリシーには、担当するアラートを示すラベルマッチャーのセット
が指定されています。通知ポリシーには、1 つ以上の通知者で構成される連絡先が割り当てられていま
す。

5. 問い合わせ先

アラートが発生したときの連絡先への通知方法を定義します。アラートがチームに確実に届くように、 
ChatOps さまざまなツールをサポートしています。

機能
すべてのアラートを1つのページで表示

Grafana アラートページは、Grafana が管理するアラートと Prometheus 互換のデータソースにあるア
ラートの両方を 1 か所に統合します。

多次元アラート

アラートルールでは、アラートルールごとに複数の個別のアラートインスタンスを作成できます。これは
多次元アラートと呼ばれ、1つのアラートでシステム全体を可視化できる能力と柔軟性を提供します。

ルーティングアラート

定義したラベルに基づいて、各アラートインスタンスを特定の連絡先にルーティングします。通知ポリ
シーは、アラートを連絡先にルーティングする場所、タイミング、方法に関する一連のルールです。

サイレンシングアラート

サイレンスを設定すると、1 つ以上のアラートルールからの永続的な通知の受信を停止できます。特定の
基準に基づいてアラートを部分的に一時停止することもできます。サイレンスには専用のセクションがあ
り、整理しやすく見やすくなっています。メインのアラートビューを乱雑にすることなく、一時停止中の
アラートルールをスキャンできます。

ミュートタイミング

ミュートタイミングでは、新しい通知を生成または送信したくない時間間隔を指定できます。また、メン
テナンス期間中など、定期的にアラート通知をフリーズすることもできます。

アラートの使用
このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

Grafana Alerting の実装を開始する場合でも、拡張する場合でも、アラートの作成、管理、対応に役立つ重
要な概念と利用可能な機能について詳しく学び、チームが問題を迅速に解決できるようにしてください。

まず、Grafana Alerting が提供するさまざまなアラートルールタイプを見てみましょう。
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アラートルールのタイプ
グラファナが管理するルール

Grafana が管理するルールは、最も柔軟なアラートルールタイプです。これにより、サポートされている
任意のデータソースからのデータに作用するアラートを作成できます。複数のデータソースをサポートす
るだけでなく、式を追加してデータを変換し、アラート条件を設定することもできます。これは、1 つの
ルール定義で複数のデータソースからのアラートを許可する唯一のルールです。

ミミールとロキのルール

Mimir または Loki アラートを作成するには、互換性のある Prometheus または Loki データソースが必要
です。データソースが Grafana によるルール作成をサポートしているかどうかは、データソースをテスト
し、ルーラー API がサポートされているかどうかを確認することで確認できます。

レコーディングルール

記録ルールは、互換性のある Prometheus または Loki データソースでのみ使用できます。記録ルールを使
用すると、頻繁に必要な式や計算量の多い式を事前に計算し、その結果を新しい時系列セットとして保存
できます。これは、集計されたデータに対してアラートを実行する場合や、計算量の多い式を繰り返しク
エリするダッシュボードがある場合に便利です。

主要な概念と機能
次の表は、Grafana Alerting を最大限に活用するのに役立つ主要な概念、機能、定義の一覧です。

主な概念または機能 定義

アラートのデータソース クエリの対象となるデータソースを選択し、メト
リクス、ログ、トレースを視覚化します。

アラートのプロビジョニング アラートリソースを管理し、ファイルプロビジョ
ニングまたは Terraform を使用して Grafana シス
テムにプロビジョニングします。

アラートマネージャー アラートインスタンスのルーティングとグループ
化を管理します。

アラートルール アラートルールをいつ起動するかの評価基準の
セット。アラートルールは、1 つ以上のクエリと
式、条件、評価の頻度、条件が満たされるまでの
期間で構成されます。アラートルールは複数のア
ラートインスタンスを生成できます。

アラートインスタンス アラートインスタンスはアラートルールのインス
タンスです。単一次元のアラートルールには、ア
ラートインスタンスが 1 つあります。多次元ア
ラートルールには、1 つ以上のアラートインスタ
ンスがあります。10 台の VM に対する CPU な
ど、複数の結果と一致する 1 つのアラートルー
ルは、複数 (この場合は 10 件) のアラートインス
タンスとしてカウントされます。この数は時間
とともに変化する可能性があります。たとえば、
システム内のすべての VM の CPU 使用率を監視
するアラートルールでは、VM が追加されるにつ
れてアラートインスタンスが増えます。アラート
インスタンスのクォータの詳細については、「」
を参照してください「クォータに達しました」エ
ラー (p. 427)。
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主な概念または機能 定義

アラートグループ Alertmanagerは、デフォルトでルート通知ポリ
シーのラベルを使用してアラートインスタンスを
グループ化します。これにより、重複除外と、連
絡先に送信されるアラートインスタンスのグルー
プを制御できます。

問い合わせ先 アラートルールが起動したときに連絡先に通知す
る方法を定義します。

メッセージテンプレート 再利用可能なカスタムテンプレートを作成し、連
絡先で使用します。

通知ポリシー アラートをどこで、いつ、どのようにグループ化
し、連絡先にルーティングするかに関する一連の
ルール。

ラベルとラベルマッチャー ラベルはアラートルールを一意に識別します。ア
ラートルールを通知ポリシーとサイレンスにリン
クさせ、どのポリシーでアラートルールを処理
し、どのアラートルールをサイレンシングするか
を決定します。

サイレンス 1 つ以上のアラートインスタンスからの通知を停
止します。無音とミュートのタイミングの違い
は、無音状態は特定の時間帯にのみ持続するの
に対し、ミュートのタイミングはスケジュールに
従って繰り返されるということです。ラベルマッ
チャーを使用してアラートインスタンスを停止し
ます。

ミュートタイミング 新しい通知を生成または送信したくない時間間隔
を指定します。また、メンテナンス期間中など、
定期的にアラート通知をフリーズすることもでき
ます。既存の通知ポリシーにリンクする必要があ
ります。

データソース

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

Grafana アラートと互換性のあるデータソースは多数あります (p. 58)。各データソースはプラグインで
サポートされています。以下の組み込みデータソースのいずれかを使用できます。

これらは Amazon マネージド Grafana と互換性があり、サポートされているデータソースです。

• AlertManager のデータソース (p. 58)
• アマゾン CloudWatch (p. 59)
• OpenSearch アマゾンサービス (p. 76)
• AWS IoT SiteWise (p. 82)
• AWS IoT TwinMaker  (p. 84)
• Amazon Managed Service for Prometheus とオープンソースのPrometheus (p. 87)
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• Amazon Timestream (p. 94)
• Amazon Athena (p. 96)
• Amazon Redshift (p. 101)
• AWS X-Ray (p. 106)
• Azure モニタ (p. 109)
• Google Cloud Monitoring (p. 126)
• グラファイト (p. 119)
• InfluxDB (p. 133)
• ロキ (p. 139)
• Microsoft SQL Server (p. 141)
• MySQL (p. 155)
• OpenTSDB (p. 170)
• PostgreSQL (p. 173)
• Jaeger (p. 134)
• ジプキン (p. 191)
• テンポ (p. 184)
• TestData (p. 185)

アラートルールについて

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

アラートルールは、アラートインスタンスを起動するかどうかを決定する評価基準のセットです。ルー
ルは、1 つ以上のクエリと式、条件、評価頻度、およびオプションで条件が満たされる期間で構成されま
す。

クエリと式は評価するデータセットを選択しますが、アラートを作成するためにアラートが満たす必要の
あるしきい値、または超える必要があるしきい値は条件によって設定されます。

間隔は、アラートルールが評価される頻度を指定します。期間を設定すると、条件を満たす必要がある期
間が示されます。アラートルールは、データがない場合のアラート動作を定義することもできます。

トピック
• アラートルールのタイプ (p. 399)
• アラートインスタンス (p. 400)
• 名前空間とグループ (p. 400)
• 通知テンプレート (p. 401)

アラートルールのタイプ

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

Grafana は複数のアラートルールタイプをサポートしています。以下のセクションでは、それぞれのメ
リットとデメリットについて説明し、ユースケースに適したアラートタイプを選択する際に役立ちます。
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Grafana Managed ルール

Grafana が管理するルールは、最も柔軟なアラートルールタイプです。これにより、既存のどのデータ
ソースからのデータにも対処できるアラートを作成できます。

あらゆるデータソースをサポートするだけでなく、式を追加してデータを変換し (p. 299)、アラート条件
を表現できます。

ミミール、ロキ、コーテックスのルール

Mimir、Loki、または Cortex アラートを作成するには、互換性のある Prometheus データソースが必要で
す。データソースに互換性があるかどうかを確認するには、データソースをテストし、ルーラー API がサ
ポートされているかどうかを詳細で確認します。

レコーディングルール

記録ルールは、Mimir、Loki、Cortex などの互換性のある Prometheus データソースでのみ使用できます。

記録ルールを使用すると、式の結果を新しい時系列セットに保存できます。これは、集計されたデータに
対してアラートを実行する場合や、同じ式を繰り返しクエリするダッシュボードがある場合に便利です。

Prometheus 録音ルールについてもっと読む。

アラートインスタンス

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

Grafana マネージドアラートは多次元アラートをサポートします。各アラートルールは複数のアラート
インスタンスを作成できます。これは、1 つのエクスプレッションで複数の系列を観察する場合に便利で
す。

次の PromQL 式について考えます。

sum by(cpu) ( 
  rate(node_cpu_seconds_total{mode!="idle"}[1m])
)

この式を使用するルールでは、評価中に監視された CPU の数と同じ数のアラートインスタンスが作成さ
れるため、1 つのルールで各 CPU のステータスを報告できます。

名前空間とグループ

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

アラートは、Grafana が管理するルールにはフォルダーを、Mimir、Loki、または Prometheus ルールとグ
ループ名には名前空間を使用して整理できます。

名前空間

Grafana が管理するルールを作成する場合、そのフォルダーを使用してアクセス制御を実行し、特定の
フォルダー内のすべてのルールへのアクセスを許可または拒否できます。
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Groups (グループ)

グループ内のすべてのルールは、同じ間隔で評価されます。

グループ内のアラートルールと記録ルールは常に順番に評価されます。つまり、ルールが同時に表示順に
評価されることはありません。

Tip

ルールを異なる間隔で同時に評価したい場合は、ルールを異なるグループに保存することを検討
してください。

通知テンプレート

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

連絡先を介して送信される通知は、通知テンプレートを使用して作成されます。Grafana のデフォルトテ
ンプレートは Go テンプレートシステムに基づいており、一部のフィールドはテキストとして評価され、
他のフィールドは HTML として評価されます（これがエスケープに影響する可能性があります）。

デフォルトテンプレート default_template.go は、カスタムテンプレートの便利なリファレンスです。

連絡先フィールドのほとんどはテンプレート化できるため、再利用可能なカスタムテンプレートを作成し
て複数の連絡先で使用できます。テンプレートを使用したカスタム通知の詳細については、を参照してく
ださい通知をカスタマイズ (p. 439)。

ネストテンプレート

他のテンプレートにテンプレートを埋め込むことができます。

たとえば、defineキーワードを使用してテンプレートフラグメントを定義できます。

{{ define "mytemplate" }} 
  {{ len .Alerts.Firing }} firing. {{ len .Alerts.Resolved }} resolved.
{{ end }}

その後、templateキーワードを使用してこのフラグメントにカスタムテンプレートを埋め込むことがで
きます。例:

Alert summary:
{{ template "mytemplate" . }}

次の組み込みテンプレートオプションのいずれかを使用して、カスタムテンプレートを埋め込むことがで
きます。

名前 メモ

default.title 高レベルのステータス情報を表示します。

default.message 発生したアラートと解決されたアラートの概要を
フォーマットして提供します。

teams.default.message default.messsageと同様で、マイクロソフト
チーム用にフォーマットされています。
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通知テンプレート内の HTML

アラート通知テンプレートの HTML はエスケープされます。結果の通知での HTML のレンダリングはサ
ポートされていません。

通知機能の中には、生成される通知のルックアンドフィールを変更する別の方法をサポートし
ているものもあります。たとえば、Grafana<grafana-install-dir>/public/emails/
ng_alert_notification.html はメールにアラートを送るためのベーステンプレートをインストール
します。このファイルを編集して、すべての警告メールの外観を変更できます。

数値データに関するアラート

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

このトピックでは、Grafana が時系列データではなく数値データに関するアラートを処理する方法につい
て説明します。

特定のデータソースの中で、時系列ではない数値データを直接警告したり、サーバー側表現 (SSE) に渡し
たりすることができます。これにより、データソース内の処理と効率が向上し、アラートルールが簡素化
されます。時系列データではなく数値データでアラートを送信する場合、ラベル付けされた各時系列を1つ
の数値に減らす必要はありません。代わりに、ラベル付きの番号が代わりに Grafana に返されます。

表形式データ

この機能は、表形式のデータをクエリするバックエンドデータソースでサポートされています。

• MySQL、Postgres、MSSQL、オラクルなどの SQL データソース。
• Azure Kusto ベースのサービス:Azure モニター (ログ)、Azure モニター (Azure リソースグラフ)、および 

Azure データエクスプローラー。

Grafana マネージドアラート (SSE) を使用したクエリは、以下の場合、これらのデータソースでは数値と
見なされます。

• データソースクエリの「Format AS」オプションが「Table」に設定されています。
• クエリから Grafana に返されるテーブルレスポンスには、1 つの数値 (int、double、float など) 列と、オ

プションで追加の文字列列が含まれます。

文字列列がある場合、それらの列はラベルになります。列の名前がラベル名になり、各行の値が対応する
ラベルの値になります。複数の行が返される場合は、各行のラベルを一意に識別する必要があります。

例

「DiskSpace」という名前の MySQL テーブルの場合:

時間 ホスト ディスク PercentFree

2021-6月7日 ウェブ 1 /など 3

2021-6月7日 ウェブ 2 /var 4

2021-6月7日 ウェブ 3 /var 8

... ... ... ...
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データフィルタリングを時間どおりにクエリできますが、時系列を Grafana に返す必要はありません。た
とえば、空き容量が 5% 未満になると、ホスト、ディスクごとにトリガーされるアラート:

SELECT Host , Disk , CASE WHEN PercentFree  < 5.0 THEN PercentFree  ELSE 0 END FROM (  
   SELECT 
      Host,  
      Disk,  
      Avg(PercentFree)  
   FROM DiskSpace 
   Group By 
      Host,  
      Disk  
   Where __timeFilter(Time)

このクエリは次のような Table レスポンスを Grafana に返します。

ホスト ディスク PercentFree

ウェブ 1 /など 3

ウェブ 2 /var 4

ウェブ 3 /var 0

このクエリをアラートルールの条件として使用すると、ゼロ以外のクエリがアラートになります。その結
果、次の 3 つのアラートインスタンスが生成されます。

Labels ステータス

{ホスト=Web1、ディスク=/など} アラート

{ホスト=Web2、ディスク=/var} アラート

{ホスト=Web3、ディスク=/var} [Normal] (普通)

ラベルと注釈

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

ラベルと注釈には、アラートに関する情報が含まれています。ラベルと注釈はどちらも同じ構造、つまり
名前の付いた値のセットですが、用途は異なります。ラベルやそれに相当する注釈の例としては、次のよ
うなものがありますalertname="test"。

ラベルと注釈の主な違いは、ラベルはアラートを他のすべてのアラートと区別するために使用されるのに
対し、注釈は既存のアラートに追加情報を追加するために使用されることです。

たとえば、CPU 使用率が高いアラートが 2 つあるとします。1 つは「用」server1、も
う 1 つは「用」server2 です。このような例では、server最初のアラートにラベルが付
き、server="server1" 2番目のアラートにラベルが付けられたというラベルがある場合がありま
すserver="server2"。ただし、各アラートには、「where」と「75%are」server1 をサーバーの名前
と CPU"The CPU usage for server1 is above 75%." 使用率に置き換えるなどの説明を追加した
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い場合があります（ラベルと注釈のテンプレート作成 (p. 406)その方法については、のドキュメントを参
照してください）。このような説明は注釈としてより適しているでしょう。

Labels

ラベルには、アラートを識別する情報が含まれています。ラベルの例としては、次のようなものがありま
すserver=server1。各アラートには複数のラベルを付けることができ、アラートのラベル一式をラベル
セットと呼びます。アラートを識別するのはこのラベルセットです。

たとえば、{alertname="High CPU usage",server="server1"}アラートにはラベルが設定
されていて、別のアラートにはラベルが設定されている場合があります{alertname="High CPU 
usage",server="server2"}。alertnameラベルは同じでもラベルが異なるため、これらは2つの別々
のアラートです。server

アラートのラベルセットは、データソースのラベル、アラートルールからのカスタムラベ
ル、alertnameおよび次のような多数の予約ラベルを組み合わせたものです。

カスタムラベル

カスタムラベルは、アラートルールに追加されるラベルです。注釈と同様に、カスタムラベルには名前が
必要です。また、その値には、アラートが発生したときに評価されるテキストとテンプレートコードの
組み合わせを含めることができます。カスタムラベルをテンプレート化する方法に関するドキュメント
は、こちらにあります (p. 406)。

テンプレートでカスタムラベルを使用する場合、アラートルールを連続して評価するたびにラベルの値が
変化しないようにすることが重要です。これにより、多数の個別のアラートが作成されてしまいます。た
だし、テンプレートがアラートごとに異なるラベル値を生成しても問題ありません。たとえば、クエリの
値をカスタムラベルに入れないでください。値が変わるたびに新しいアラートセットが作成されてしまい
ます。代わりに注釈を使用してください。

また、アラートのラベルセットに同じ名前のラベルが複数ないことを確認することも重要です。カスタム
ラベルの名前がデータソースのラベルと同じ場合は、そのラベルが置き換えられます。ただし、カスタム
ラベルの名前が予約ラベルと同じ場合、カスタムラベルはアラートから除外されます。

注釈

アノテーションは、既存のアラートに追加情報を追加する名前付きペアです。Grafana に
は、、description、などsummaryrunbook_url、dashboardUId多数の推奨アノテーションがありま
すpanelId。カスタムラベルと同様に、注釈には名前が必要です。また、その値には、アラートが発生し
たときに評価されるテキストとテンプレートコードの組み合わせを含めることができます。注釈にテンプ
レートコードが含まれている場合、アラートが発生したときにテンプレートが 1 回評価されます。アラー
トが解決されても、再評価されることはありません。注釈をテンプレート化する方法に関するドキュメン
トは、こちらにあります (p. 406)。

ラベルマッチングの仕組み

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

ラベルとラベルマッチャーを使用して、アラートルールを通知ポリシーとサイレンスにリンクします。こ
れにより、アラートインスタンスを非常に柔軟に管理し、どのポリシーでそれを処理し、どのアラートを
サイレント化するかを指定できます。

ラベルマッチャーは、ラベル、値、演算子の 3 つの部分で構成されています。

• ラベルフィールドは、一致するラベルの名前です。ラベル名と完全に一致する必要があります。
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• 値フィールドは、指定されたラベル名の対応する値と一致します。どのように一致するかは、Operator
の値によって異なります。

• 演算子フィールドは、ラベル値と照合する演算子です。利用できる演算子は次のとおりです。

演算子 説明

= 値と完全に等しいラベルを選択してください。

!= 値に等しくないラベルを選択してください。

=~ 値に正規表現が一致するラベルを選択します。

!~ 値の正規表現と一致しないラベルを選択してくだ
さい。

複数のラベルマッチャーを使用している場合は、AND 論理演算子を使用して結合されます。つまり、ルー
ルをポリシーにリンクするには、すべてのマッチャーが一致する必要があります。

シナリオの例

アラートに次のラベルセットを定義すると、

{ foo=bar, baz=qux, id=12 }

それから:

• と定義されているラベルマッチャーは、foo=barこのアラートルールに一致します。
• と定義されているラベルマッチャーは、foo!=barこのアラートルールと一致しません。
• と定義されているラベルマッチャーは、id=~[0-9]+このアラートルールに一致します。
• と定義されているラベルマッチャーは、baz!~[0-9]+このアラートルールに一致します。
• 2 つのラベルマッチャーがfoo=bar、およびとして定義され、id=~[0-9]+このアラートルールに一致

します。

Grafana アラートのラベル

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

このトピックでは、ラベルがアラートの基本コンポーネントである理由について説明します。

• アラートのラベル一式が、Grafana アラート内のアラートを一意に識別するものです。
• Alertmanagerはラベルを使用して、通知ポリシー内の無音状態とアラートグループのアラートを照合し

ます。
• アラート UI には、そのルールの評価中に生成されたすべてのアラートインスタンスのラベルが表示され

ます。
• 連絡先はラベルにアクセスして、通知の原因となるアラート固有の情報を含む通知を動的に生成できま

す。
• アラートルールにはラベルを追加できます (p. 424)。ラベルは手動で設定可能で、テンプレート関数を

使用したり、他のラベルを参照したりできます。アラートルールに追加されたラベルは、ラベル同士が
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衝突した場合に優先されます（Grafana の予約ラベルの場合を除きます。詳細については以下を参照し
てください）。

外部アラートマネージャーの互換性

Grafana に組み込まれているアラートマネージャーは、Unicode ラベルキーと値の両方をサポートしてい
ます。外部の Prometheus Alertmanager を使用している場合、ラベルキーはそのデータモデルと互換性が
ある必要があります。つまり、ラベルキーには ASCII 文字、数字、アンダースコアのみを使用し、正規表
現と一致させる必要があります[a-zA-Z_][a-zA-Z0-9_]*。無効な文字は、以下のルールに従って外部
の Alertmanager に送信される前に、Grafana アラートエンジンによって削除または置換されます。

• Whitespace削除されます。
• ASCII charactersに置き換えられます_。
• All other charactersは小文字の16進表現に置き換えられます。これが最初の文字の場合、プレ

フィックスが付きます_。

Note

複数のラベルキーを同じ値にサニタイズすると、重複するキーには元のラベルの短いハッシュが
サフィックスとして追加されます。

Grafana 予約ラベル

Note

grafana_プレフィックスが付いたラベルは、Grafana が特別な用途に限定したもので
す。grafana_手動で設定されたラベルを最初に追加すると、衝突した場合に上書きされる可能
性があります。

Grafana の予約ラベルは、手動で設定したラベルと同じように使用できます。現在ご利用いただける予約
ラベルのリストは以下のとおりです。

ラベル 説明

grafana アラートを含むフォルダのタイトル。

ラベルと注釈のテンプレート作成

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

Grafana では、Prometheus と同じようにラベルや注釈をテンプレート化します。以前にPrometheusを使
用したことがある場合は、$labels$valueアラートのラベルと値を含むおよび変数に精通している必要
があります。アラートが Prometheus データソースを使用しない場合でも、Grafana でも同じ変数を使用
できます。Prometheus をまだ使用したことがない場合でも、これらの変数とそのテンプレート化方法に
ついては、このページの残りの部分で説明しますので、ご安心ください。

Go のテンプレート言語

ラベルと注釈のテンプレートは、Goのテンプレート言語であるtext/templateで記述されています。

開始タグと終了タグ
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text/template では、テンプレートが変数を出力するか{{、if}} ステートメントなどの制御構造を実行す
るかに関係なく、テンプレートはで始まり、で終わります。これは、変数を印刷するときにANDを使用
し、{{}}制御構造ではとを使用するJinjaなどの他のテンプレート言語とは異なります%}。{%

[Print]

何かの値を出力するには{{、とを使用してください}}。関数の結果または変数の値を印刷できます。たと
えば、$labels変数を出力するには、次のように記述します。

{{ $labels }}

ラベルを繰り返し処理

$labels内の各ラベルを繰り返し処理するには、を使用できますrange。ここでは$k、$v現在のラ
ベルの名前と値を指します。たとえば、クエリがラベルを返した場合instance=test、$kはとな
りinstance、$vになりますtest。

{{ range $k, $v := $labels }}
{{ $k }}={{ $v }}
{{ end }}

ラベル、値、値の変数

ラベル変数

$labels変数には、クエリのラベルが含まれます。たとえば、インスタンスが停止しているかどうかを確
認するクエリは、停止しているインスタンスの名前を含むインスタンスラベルを返す場合があります。た
とえば、いずれかのインスタンスが 5 分以上ダウンしたときに起動するアラートルールがあるとします。
どのインスタンスがダウンしているかを示す概要をアラートに追加する必要があります。$labels変数を
使用すると、サマリーにインスタンスラベルを出力するサマリーを作成できます。

Instance {{ $labels.instance }} has been down for more than 5 minutes

ドット付きラベル

印刷するラベルの名前にドット (フルストップまたはピリオド) が含まれている場合、テンプレートで同じ
ドットを使用しても機能しません。

Instance {{ $labels.instance.name }} has been down for more than 5 minutes

これは、nameテンプレートが呼び出された存在しないフィールドを使用しようとしているためで
す$labels.instance。代わりに、indexinstance.name$labels変数にラベルを出力する関数を使用
してください。

Instance {{ index $labels "instance.name" }} has been down for more than 5 minutes

値変数

$valueこの変数はPrometheus とは動作が異なります。Prometheus$value では、式の値を含む浮動小
数点数ですが、Grafana では、このアラートルールのすべてのしきい値、Reduce、Math 式、およびクラ
シック条件のラベルと値を含む文字列です。クエリの結果は含まれていません。クエリの結果は、10 から 
10,000 行までの範囲で返される場合があるためです。

$valueアラートの概要にこの変数を使用する場合:
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{{ $labels.service }} has over 5% of responses with 5xx errors: {{ $value }})

要約は次のようになります。

api has an over 5% of responses with 5xx errors: [ var='B' labels={service=api} 
 value=6.789 ]

ここでは RefID Bvar='B' を使用した式を示します。Grafana では、すべてのクエ
リと式は、アラートルール内の各クエリと式を識別する RefID によって識別されま
す。labels={service=api}value=6.789同様にラベルを指し、値を指します。

REFID A がないことに気づいたかもしれません。これは、ほとんどのアラートルールで RFID A がクエリ
を参照していることと、クエリが戻す行や時系列が多いため、それらが含まれていないためです$value。

値変数

$value変数に必要以上の情報が含まれている場合は、代わりにを使用して個々の式のラベルと値を印刷で
きます$values。これとは異なり$value、$values変数は各式のラベルと浮動小数点値を含むオブジェ
クトのテーブルで、そのREFIDで索引付けされています。

Bアラートの概要に RefId を含む式の値を出力すると、

{{ $labels.service }} has over 5% of responses with 5xx errors: {{ $values.B }}%

概要には次の値のみが含まれます。

api has an over 5% of responses with 5xx errors: 6.789%

ただし、6.789{{ $values.B }} という数字が出力されますが、これは実際には文字列であり、印刷す
るオブジェクトには、B の浮動小数点値ではなく RefID B のラベルと値の両方を含む文字列です。RefID B 
の浮動小数点値を使用するには、Valueのフィールドを使用する必要があります$values.B。アラートの
概要の浮動小数点値をわかりやすく表示する場合:

{{ $labels.service }} has over 5% of responses with 5xx errors: {{ humanize 
 $values.B.Value }}%

データ、ランタイムエラー、タイムアウトなし

アラートルール内のクエリがデータを返さない場合、またはデータソースエラーまたはタイムアウトが原
因で失敗した場合、そのクエリを使用するThreshold、Reduce、またはMath式もデータが返されないか、
エラーが返されます。これが起こると、これらの表現はなくなります$values。使用する前に RFID が存
在することを確認することをお勧めします。そうしないと、クエリでデータが返されなかったり、エラー
が返されたりした場合にテンプレートが壊れてしまいます。これを行うには、次の if ステートメントを使
用します。

{{ if $values.B }}{{ $labels.service }} has over 5% of responses with 5xx errors: 
 {{ humanizePercentage $values.B.Value }}{{ end }}

クラシック条件

ルールでしきい値、削減、計算式の代わりにクラシック条件を使用する場合、$values変数は参照 ID と
クラシック条件内の条件の位置の両方でインデックス化されます。たとえば、RFID B に 2 つの条件を含
むクラシック条件がある場合、$valuesと 2B0 つの条件が含まれますB1。
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The first condition is {{ $values.B0 }}, and the second condition is {{ $values.B1 }}

関数

ラベルと注釈を展開するときには、次の機能も使用できます。

引数

argsこの関数は、オブジェクトのリストを arg0、arg1 などのキーを持つマップに変換します。これは、
複数の引数をテンプレートに渡せるようにするためのものです。

例

{{define "x"}}{{.arg0}} {{.arg1}}{{end}}{{template "x" (args 1 "2")}}

1 2

外部 URL

externalURLこの関数は、ini ファイルで設定されている Grafana サーバーの外部 URL を返します。

例

{{ externalURL }}

https://example.com/grafana

GraphLink

graphLinkこの関数は、指定された式とデータソースのグラフィカルビューへのパスを返しま
す。Grafana バージョン 9 でさらに詳しく (p. 384)

例

{{ graphLink "{\"expr\": \"up\", \"datasource\": \"gdev-prometheus\"}" }}

/explore?left=["now-1h","now","gdev-prometheus",{"datasource":"gdev-
prometheus","expr":"up","instant":false,"range":true}]

人間化する

humanizeこの関数は 10 進数を人間化する。

例

{{ humanize 1000.0 }}

1k

ヒューマナイズ 1024

humanize1024humanizeの動作は似ていますが、1000 ではなく 1024 をベースとして使用します。
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例

{{ humanize1024 1024.0 }}

1ki

ヒューマナイズド・デュレーション

humanizeDurationこの関数は、継続時間を秒単位でヒューマナイズします。

例

{{ humanizeDuration 60.0 }}

1m 0s

ヒューマナイズパーセンテージ

humanizePercentageこの関数は、比率の値をパーセンテージにわかりやすく表示します。

例

{{ humanizePercentage 0.2 }}

20%

ヒューマナイズタイムスタンプ

humanizeTimestampこの関数は Unix timestamp を人間化します。

例

{{ humanizeTimestamp 1577836800.0 }}

2020-01-01 00:00:00 +0000 UTC

一致

matchこの関数は、テキストを正規表現パターンと照合します。

例

{{ match "a.*" "abc" }}

true

パスプレフィックス

pathPrefixこの関数は、ini ファイルで設定されている Grafana サーバーのパスを返します。

例
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{{ pathPrefix }}

/grafana

テーブルリンク

tableLinkこの関数は、Grafana バージョン 9 でさらに詳しく (p. 384)指定された式とデータソースの
表形式ビューへのパスを返します。

例

{{ tableLink "{\"expr\": \"up\", \"datasource\": \"gdev-prometheus\"}" }}

/explore?left=["now-1h","now","gdev-prometheus",{"datasource":"gdev-
prometheus","expr":"up","instant":true,"range":false}]

title

titleこの関数は、各単語の最初の文字を大文字にします。

例

{{ title "hello, world!" }}

Hello, World!

toLower

toLowerこの関数は、すべてのテキストを小文字で返します。

例

{{ toLower "Hello, world!" }}

hello, world!

toUpper

toUpperこの関数は、すべてのテキストを大文字で返します。

例

{{ toUpper "Hello, world!" }}

HELLO, WORLD!

reReplaceAll

reReplaceAllこの関数は、正規表現に一致するテキストを置き換えます。

例
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{{ reReplaceAll "localhost:(.*)" "example.com:$1" "localhost:8080" }}

example.com:8080

アラートルールの状態と健全性

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

アラートルールの状態と正常性は、アラートに関するいくつかの主要なステータス指標を理解するのに役
立ちます。

アラートルールの状態、アラートインスタンスの状態、アラートルールの状態という3つの重要な要素があ
ります。関連性はありますが、各コンポーネントが伝える情報は微妙に異なります。

アラートルール状態

アラートルールの状態は次のようになります。

状態 説明

[Normal] (普通) 評価エンジンから返された時系列のいずれも 
ORPendingFiring 状態ではありません。

保留中 評価エンジンから返される少なくとも1つの時系列
はですPending。

発射 評価エンジンから返される少なくとも1つの時系列
はですFiring。

Note

アラートは最初にpending、次に遷移するためfiring、アラートが発生するまでに少なくとも 2 
回の評価サイクルが必要です。

アラートインスタンスの状態

アラートインスタンスは、次に示す状態のいずれかになります。

状態 説明

[Normal] (普通) 起動中でも保留中でもないアラートの状態は、す
べて正常に動作しています。

保留中 設定されたしきい値期間よりも短くアクティブ
だったアラートの状態。

アラート 設定されたしきい値期間を超えてアクティブに
なっているアラートの状態。

NoData 設定した時間枠のデータは受信されていません。
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状態 説明

エラー アラートルールを評価しようとしたときに発生し
たエラー。

アラートルールヘルス

アラートルールのヘルスステータスは次のようになります。

状態 説明

OK アラートルールを評価してもエラーは発生しませ
ん。

エラー アラートルールの評価時にエラーが発生しまし
た。

NoData ルール評価中に返された少なくとも1つの時系列の
データがないこと。

NoDataおよびに関する特別アラートError

NoDataアラートルールを評価して状態またはが生成されるとError、Grafana Alerting は次の追加ラベル
が付いたアラートインスタンスを生成します。

ラベル 説明

アラート名 DatasourceNoDataDatasourceErrorまたは州
によって異なります。

データソース _uid 状態の原因となったデータソースの UID。

これらのアラートは、サイレントモードや連絡先へのルートなどを追加することで、通常のアラートと同
じように処理できます。

問い合わせ先

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

連絡先を使用して、アラートルールが起動されたときに連絡先に通知する方法を定義します。連絡先に
は、メール、Slack、Webhook など、1 つ以上の連絡先タイプを設定できます。アラートルールが起動す
ると、連絡先のリストにあるすべての連絡先タイプに通知が送信されます。連絡先は、Grafana アラート
マネージャーだけでなく、外部のアラートマネージャーにも設定できます。

通知テンプレートを使用して、連絡先の種類に合わせて通知メッセージをカスタマイズすることもできま
す。

対応している連絡先タイプ

次の表は、Grafana がサポートする連絡先の種類のリストです。
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名前 型

Amazon SNS sns

OpsGenie opsgenie

ページャー・デューティ pagerduty

Slack slack

VictorOps victorops

連絡先の詳細については、「」連絡先の使用 (p. 435) と「」を参照してください通知をカスタマイ
ズ (p. 439)。

通知

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

Grafana は、アラートマネージャーを使用して、アラートが発生し、解決されたアラートに関する通知を
送信します。Grafana には、ユーザーインターフェイスでは「Grafana」と呼ばれる独自のアラートマネー
ジャーがありますが、Prometheus Alertmanager などの他のアラートマネージャーからの通知の送信もサ
ポートしています。Grafana Alertmanager は、通知ポリシーと連絡先を使用して、通知の送信方法と送信
先、通知を送信する頻度、すべてのアラートを同じ通知で送信するか、ラベルのセットに基づいてグルー
プ化された通知として送信するか、個別の通知として送信するかを設定します。

通知ポリシー

通知ポリシーは、通知を送信するタイミングと場所を制御します。通知ポリシーでは、すべてのアラート
を同じ通知にまとめて送信するか、ラベルのセットに基づいてアラートをグループ化された通知として送
信するか、アラートを個別の通知として送信するかを選択できます。各通知ポリシーを設定して、通知を
送信する頻度を制御したり、1 日の特定の時間帯や特定の曜日に通知を禁止するミュートタイミングを 1 
つ以上設定したりできます。

通知ポリシーは、ツリーのルートにルートポリシーと呼ばれる通知ポリシーがあるツリー構造で構成され
ています。ルートポリシーは 1 つしか存在できず、ルートポリシーを削除することはできません。

特定のルーティングポリシーはルートポリシーの子ポリシーであり、すべてのアラートを照合すること
も、一致するラベルのセットに基づいて一部のアラートを照合することもできます。通知ポリシーは、一
致するラベルがアラート内のラベルと一致する場合にアラートを照合します。

特定のルーティングポリシーには、ネストポリシーと呼ばれる独自の子ポリシーを設定できます。これに
より、アラートをさらに照合できます。特定のルーティングポリシーの例としては、インフラストラク
チャアラートを運用チームに送信したり、子ポリシーでは優先度の高いアラートをPagerdutyに送信した
り、優先度の低いアラートをSlackに送信したりすることがあります。

ラベルに関係なく、すべてのアラートはルートポリシーに一致します。ただし、ルートポリシーがアラー
トを受信すると、それぞれの特定のルーティングポリシーを調べて、そのアラートと一致する最初の特定
のルーティングポリシーにアラートを送信します。特定のルーティングポリシーにさらに子ポリシーがあ
る場合は、アラートをネストされたポリシーのいずれかと照合できます。ネストされたポリシーがアラー
トと一致しない場合は、特定のルーティングポリシーが一致するポリシーになります。特定のルーティン
グポリシーがない場合、またはアラートと一致する特定のルーティングポリシーがない場合は、ルートポ
リシーが一致するポリシーです。
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問い合わせ先

連絡先には、通知を送信するための設定が含まれています。コンタクトポイントはインテグレーションの
リストで、それぞれが特定のメールアドレス、サービス、またはURLに通知を送信します。連絡先には、
同じ種類の複数のインテグレーションを設定することも、異なる種類のインテグレーションを組み合わせ
ることもできます。たとえば、コンタクトポイントには Pager Duty インテグレーション、Pager Duty と 
Slack インテグレーション、Pager Duty インテグレーション、Slack インテグレーション、2 つの Amazon 
SNS インテグレーションなどが含まれます。また、連絡先をインテグレーションなしで設定することもで
きます。この場合、通知は送信されません。

連絡先は、通知ポリシーに追加されるまで通知を送信できません。通知ポリシーは 1 つの連絡先にのみア
ラートを送信できますが、連絡先を複数の通知ポリシーに同時に追加できます。アラートが通知ポリシー
と一致すると、アラートはその通知ポリシーの連絡先に送信され、その連絡先はその構成内の各インテグ
レーションに通知を送信します。

Note

連絡先のサポート対象インテグレーションについては、を参照してください問い合わせ
先 (p. 413)。

テンプレート通知

通知はテンプレートでカスタマイズできます。たとえば、テンプレートを使用して Slack に送信される通
知のタイトルやメッセージを変更できます。

テンプレートは個々のインテグレーションや連絡先に限定されるものではなく、同じ連絡先の複数の
インテグレーションや、異なるコンタクトポイント間のインテグレーションにも使用できます。たとえ
ば、Grafana ユーザーは、custom_subject_or_titleというテンプレートを作成して、Pager Duty の
テンプレートサブジェクトと Slack メッセージのタイトルの両方に使用できます。テンプレートを 2 つ別
に作成する必要はありません。

通知テンプレートはすべて Go のテンプレート言語で書かれており、アラートページの「連絡先」タブに
あります。

サイレンス

サイレンスを使用して、1 つ以上の起動ルールからの通知をミュートできます。無音状態でも、アラート
の発生や解決が妨げられたり、ユーザーインターフェイスでアラートが非表示になったりすることはあり
ません。無音状態は、分単位、時間単位、日単位、月単位、年単位で構成できる期間だけ持続します。

アラートをセットアップする

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

アラートの作成と管理に必要な機能と統合を設定します。

トピック
• 外部アラートマネージャーを追加する (p. 415)
• Grafana アラートリソースのプロビジョニング (p. 416)

外部アラートマネージャーを追加する

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
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Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

外部のアラートマネージャーを単一のアラートマネージャーとして使用してすべてのアラートを受信する
ように Grafana を設定します。その後、この外部アラートマネージャーを Grafana 自体から設定および管
理できます。

Alertmanager を追加すると、Grafana Alerting UI を使用してサイレンス、連絡先および通知ポリシーを管
理できます。これらのページのドロップダウンオプションでは、アラートマネージャーを切り替えること
ができます。

Note

Grafana 9.2 以降、アラートページの [管理] タブからの外部アラートマネージャーの URL 設定は
廃止されました。これは、future リリースで削除される予定です。

これで、Grafana のメインナビゲーションメニューから Grafana 設定を使用して、外部のアラートマネー
ジャーをデータソースとして設定できるようになりました。これにより、外部のアラートマネージャーの
連絡先と通知ポリシーを Grafana 内から管理でき、外部アラートマネージャーを URL で設定する際に以
前表示されていた HTTP 基本認証資格情報を暗号化できます。

外部アラートマネージャーを追加するには、次のステップを実施します。

1. [設定] をクリックし、[データソース] をクリックします。
2. 「アラートマネージャー」を検索します。
3. 実装を選択し、必要に応じてページのフィールドに入力します。

データソースをプロビジョニングする場合は、handleGrafanaManagedAlertsjsonDataフィールド
のフラグをに設定して、Grafanatrue が管理するアラートをこの Alertmanager に送信します。

Note

Alertmanager のPrometheus、Grafana ミミール、コーテックスの実装がサポートされていま
す。Prometheus の場合、連絡先と通知ポリシーは Grafana アラート UI では読み取り専用で
す。

4. [保存してテスト] をクリックします。

Grafana アラートリソースのプロビジョニング

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

アラートインフラストラクチャは複雑であることが多く、パイプラインの多くの部分がさまざまな場
所に存在することがよくあります。これを複数のチームや組織に拡大することは、特に困難な作業で
す。Grafana Alerting のプロビジョニングにより、組織に最適な方法でアラートデータを作成、管理、保守
できるようになるため、このプロセスが簡単になります。

2 つのオプションから選択できます。

1. アラートプロビジョニング HTTP API を使用してアラートリソースをプロビジョニングします。

Note

通常、API でプロビジョニングされたアラートルールを Grafana UI から編集することはできま
せん。
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編集を有効にするには、API でアラートルールを作成または編集するときに、 x-disable-
provenance 次のリクエストにヘッダーを追加します。

POST /api/v1/provisioning/alert-rules
PUT /api/v1/provisioning/alert-rules/{UID}

2. Terraform を使用してアラートリソースをプロビジョニングします。

Note

現在、Grafana Alerting のプロビジョニングは、アラートルール、連絡先、ミュートタイミン
グ、およびテンプレートをサポートしています。ファイルプロビジョニングまたは Terraform 
を使用してプロビジョニングされたアラートリソースは、それを作成したソースでのみ編集で
き、Grafana や他のソースからは編集できません。たとえば、ディスク上のファイルを使用して
アラートリソースをプロビジョニングする場合、Terraform または Grafana 内からデータを編集
することはできません。

トピック
• Terraform を使用してアラートリソースを作成および管理する (p. 417)
• Grafana でプロビジョニングされたアラートリソースを表示する (p. 422)

Terraform を使用してアラートリソースを作成および管理する

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

Terraform の Grafana プロバイダーを使用してアラートリソースを管理し、Grafana システムにプロビ
ジョニングします。Terraform プロバイダーが Grafana アラートをサポートしているため、Grafana ア
ラートスタック全体をコードとして簡単に作成、管理、保守できます。

Terraform を使用してアラートリソースを管理する方法の詳細については、Terraform ドキュメントの
Grafana プロバイダーのドキュメントを参照してください。

次のタスクを完了して、Terraform を使用してアラートリソースを作成および管理します。

1. プロビジョニング用の API キーを作成します。
2. Terraform プロバイダーを設定します。
3. Terraform でアラートリソースを定義します。
4. terraform apply実行してアラートリソースをプロビジョニングします。

前提条件

• グラファナ/グラファナのテラフォームプロバイダーが1.27.0以降であることを確認してください。
• Grafana 9.1 以降を使用していることを確認してください。Amazon マネージド Grafana インスタンス

を Grafana バージョン 9 で作成した場合、このようになります。

プロビジョニング用の API キーを作成する

通常の Grafana API キーを作成して (p. 608)、Terraform を Grafana で認証することができます。API 
キーを使用する既存のツールのほとんどは、新しい Grafana Alerting サポートで自動的に動作するはずで
す。Terraform で使用するキーの作成について詳しくは、「Amazon マネージド Grafana オートメーショ
ンに Terraform を使用する」を参照してください。
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プロビジョニング用の API キーを作成するには

1. CI パイプラインの新しいサービスアカウントを作成します。
2. 「アラートルールのプロビジョニングAPIにアクセスする」という役割を割り当てます。
3. 新しいサービスアカウントトークンを作成します。
4. Terraform で使用できるようにトークンに名前を付けて保存します。

または、基本認証を使用できます。サポートされているすべての認証形式を確認するには、Terraform ド
キュメントの「Grafana 認証」を参照してください。

Terraform プロバイダーの設定

Grafana アラートのサポートは Grafana Terraform プロバイダーの一部として含まれています。

以下は、Terraform プロバイダーの設定に使用できる例です。

terraform { 
    required_providers { 
        grafana = { 
            source = "grafana/grafana" 
            version = ">= 1.28.2" 
        } 
    }
}

provider "grafana" { 
    url = <YOUR_GRAFANA_URL> 
    auth = <YOUR_GRAFANA_API_KEY>
}

連絡先とテンプレートの提供

コンタクトポイントは、アラートスタックを外部に接続します。外部システムへの接続方法と通知の配信
先を Grafana に伝えます。15種類以上のインテグレーションから選択できます。この例では Slack の連絡
先を使用しています。

連絡先とテンプレートを提供するため

1. このコードブロックをローカルマシンで.tf ファイルにコピーします。<slack-webhook-url > を 
Slack ウェブフック URL (または他の連絡先) に置き換えてください。

この例では、Slack にアラート通知を送信する連絡先を作成します。

resource "grafana_contact_point" "my_slack_contact_point" { 
    name = "Send to My Slack Channel" 

    slack { 
        url = <slack-webhook-url>
        text = <<EOT
{{ len .Alerts.Firing }} alerts are firing!

Alert summaries:
{{ range .Alerts.Firing }}
{{ template "Alert Instance Template" . }}
{{ end }}
EOT 
    }
}

2. テキストフィールドに通知テキストを入力します。
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textこのフィールドは Go スタイルのテンプレートをサポートしています。これにより、Grafana ア
ラート通知テンプレートを Terraform で直接管理できます。

3. terraform apply コマンドを実行します。
4. Grafana UI に移動して、連絡先の詳細を確認してください。

Terraform を介してプロビジョニングされたリソースを UI から編集することはできません。これによ
り、アラートスタックは常にコードと同期されます。

5. 「テスト」をクリックして、接点が正しく機能することを確認します。

Note

同じテンプレートを多くの連絡先で再利用できます。上の例では、共有テンプレートは次
のステートメントを使用して埋め込まれています。{{ template "Alert Instance 
Template" . }}
その後、このフラグメントはTerraformで個別に管理できます。

resource "grafana_message_template" "my_alert_template" { 
    name = "Alert Instance Template" 

    template = <<EOT
{{ define "Alert Instance Template" }}
Firing: {{ .Labels.alertname }}
Silence: {{ .SilenceURL }}
{{ end }}
EOT
}

通知ポリシーとルーティングをプロビジョニングする

通知ポリシーは、アラートインスタンスをどこにルーティングするかではなく、どのようにルーティング
するかをGrafanaに指示します。ラベルとマッチャーのシステムを使用して、発報アラートを事前に定義
した連絡先に接続します。

通知ポリシーとルーティングをプロビジョニングするには

1. このコードブロックをローカルマシンで.tf ファイルにコピーします。

この例では、アラートはグループ化されています。つまりalertname、同じ名前を持つアラートから
の通知はすべて同じ Slack メッセージにグループ化されます。

特定の通知を異なる方法でルーティングしたい場合は、サブポリシーを追加できます。サブポリシー
を使用すると、ラベルマッチングに基づいてさまざまなアラートにルーティングを適用できます。こ
の例では、ラベルが a=b のすべてのアラートにミュートタイミングを適用します。

resource "grafana_notification_policy" "my_policy" { 
    group_by = ["alertname"] 
    contact_point = grafana_contact_point.my_slack_contact_point.name 

    group_wait = "45s" 
    group_interval = "6m" 
    repeat_interval = "3h" 

    policy { 
        matcher { 
            label = "a" 
            match = "=" 
            value = "b" 
        } 
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        group_by = ["..."] 
        contact_point = grafana_contact_point.a_different_contact_point.name 
        mute_timings = [grafana_mute_timing.my_mute_timing.name] 

        policy { 
            matcher { 
                label = "sublabel" 
                match = "=" 
                value = "subvalue" 
            } 
            contact_point = grafana_contact_point.a_third_contact_point.name 
            group_by = ["..."] 
        } 
    }
}

2. mute_timings フィールドで、ミュートタイミングを通知ポリシーにリンクします。
3. terraform apply コマンドを実行します。
4. Grafana UI に移動し、通知ポリシーの詳細を確認してください。

Note

Terraform からプロビジョニングされたリソースを UI から編集することはできません。これ
により、アラートスタックは常にコードと同期されます。

5. [テスト] をクリックして、通知ポイントが正しく動作していることを確認します。

ミュートタイミングのプロビジョニング

ミュートタイミングにより、定義した期間のアラート通知をミュートできます。

ミュートのタイミングをプロビジョニングするには

1. このコードブロックをローカルマシンで.tf ファイルにコピーします。

この例では、週末はアラート通知がミュートされます。

resource "grafana_mute_timing" "my_mute_timing" { 
    name = "My Mute Timing" 

    intervals { 
        times { 
          start = "04:56" 
          end = "14:17" 
        } 
        weekdays = ["saturday", "sunday", "tuesday:thursday"] 
        months = ["january:march", "12"] 
        years = ["2025:2027"] 
    }
}

2. terraform apply コマンドを実行します。
3. Grafana UI に移動して、ミュートのタイミングの詳細を確認してください。
4. mute_timingsフィールドを使用して、通知ポリシーで新しく作成したミュートタイミングを参照し

てください。これにより、ミュートのタイミングが通知の一部またはすべてに適用されます。

Note

Terraform からプロビジョニングされたリソースを UI から編集することはできません。これ
により、アラートスタックは常にコードと同期されます。

5. [テスト] をクリックして、ミュートのタイミングが正しく動作していることを確認します。
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プロビジョニングアラートのルール

アラートルールを使用すると (p. 424)、任意の Grafana データソースに対してアラートを送信できま
す。これは、すでに設定したデータソースでも、アラートルールと一緒に Terraform でデータソースを定
義してもかまいません。

アラートルールをプロビジョニングするには

1. クエリするデータソースとルールを保存するフォルダーを作成します。

この例では、TestData (p. 185)データソースを使用しています。

アラートは、Grafana のどのバックエンドデータソースに対しても定義できます。

resource "grafana_data_source" "testdata_datasource" { 
    name = "TestData" 
    type = "testdata"
}

resource "grafana_folder" "rule_folder" { 
    title = "My Rule Folder"
}

2. アラートルールを定義します。

アラートルールの詳細については、「Grafana が管理するアラートの作成方法」を参照してくださ
い。

3. 1 つまたは複数のルールを含むルールグループを作成します。

この例では、grafana_rule_groupリソースグループが使用されています。

resource "grafana_rule_group" "my_rule_group" { 
    name = "My Alert Rules" 
    folder_uid = grafana_folder.rule_folder.uid 
    interval_seconds = 60 
    org_id = 1 

    rule { 
        name = "My Random Walk Alert" 
        condition = "C" 
        for = "0s" 

        // Query the datasource. 
        data { 
            ref_id = "A" 
            relative_time_range { 
                from = 600 
                to = 0 
            } 
            datasource_uid = grafana_data_source.testdata_datasource.uid 
            // `model` is a JSON blob that sends datasource-specific data. 
            // It's different for every datasource. The alert's query is defined here. 
            model = jsonencode({ 
                intervalMs = 1000 
                maxDataPoints = 43200 
                refId = "A" 
            }) 
        } 

        // The query was configured to obtain data from the last 60 seconds. Let's 
 alert on the average value of that series using a Reduce stage. 
        data { 
            datasource_uid = "__expr__" 
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            // You can also create a rule in the UI, then GET that rule to obtain the 
 JSON. 
            // This can be helpful when using more complex reduce expressions. 
            model = <<EOT
{"conditions":[{"evaluator":{"params":[0,0],"type":"gt"},"operator":
{"type":"and"},"query":{"params":["A"]},"reducer":
{"params":[],"type":"last"},"type":"avg"}],"datasource":
{"name":"Expression","type":"__expr__","uid":"__expr__"},"expression":"A","hide":false,"intervalMs":1000,"maxDataPoints":43200,"reducer":"last","refId":"B","type":"reduce"}
EOT 
            ref_id = "B" 
            relative_time_range { 
                from = 0 
                to = 0 
            } 
        } 

        // Now, let's use a math expression as our threshold. 
        // We want to alert when the value of stage "B" above exceeds 70. 
        data { 
            datasource_uid = "__expr__" 
            ref_id = "C" 
            relative_time_range { 
                from = 0 
                to = 0 
            } 
            model = jsonencode({ 
                expression = "$B > 70" 
                type = "math" 
                refId = "C" 
            }) 
        } 
    }
}

4. Grafana UI に移動して、アラートルールを確認してください。

アラートルールが実行されているかどうかを確認できます。アラートルールの各クエリステージを視
覚化することもできます。

アラートが発生すると、Grafana は定義したポリシーを介して通知をルーティングします。

たとえば、連絡先として Slack を選択した場合、Grafana に組み込まれているアラートマネージャー
が自動的にメッセージを Slack に投稿します。

Grafana でプロビジョニングされたアラートリソースを表示する

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

アラートリソースが Grafana で作成されたことを確認できます。

プロビジョニングされたリソースを Grafana で表示するには

1. Grafana インスタンスを開きます。
2. [アラート] に移動します。
3. アラートリソースフォルダー (アラートルールなど) をクリックします。

プロビジョニングされたリソースには「プロビジョニング済み」というラベルが付いているため、手
動で作成されたものではないことがわかります。
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Note

プロビジョニングされたリソースを Grafana から編集することはできません。リソースプロパ
ティを変更するには、プロビジョニングファイルを変更して Grafana を再起動するか、ホット
リロードを実行する必要があります。これにより、ファイルが再度プロビジョニングされたり、
ホットリロードが実行されたりした場合に上書きされるリソースへの変更が防止されます。

従来のダッシュボードアラートを Grafana アラートに移行する

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

Grafana アラートを使用しないことを選択したワークスペースでは、従来のダッシュボードアラートを使
用してください。新しい Grafana アラートに切り替えるには、この機能にオプトインする必要がありま
す。

、、または Amazon マネージド Grafana API を使用して Grafana アラートを使用するように Amazon マ
ネージド Grafana インスタンスを設定できます。AWS Management ConsoleAWS CLIGrafana アラートを
オンまたはオフにするなど、Amazon マネージド Grafana の設定方法の詳細については、を参照してくだ
さいワークスペースを設定 (p. 40)。

Note

Grafana アラートを使用する場合、Prometheus ではなく Grafana で定義されたアラートルー
ルは、連絡先に複数の通知を送信します。ネイティブの Grafana アラートを使用している場合
は、従来のダッシュボードアラートをそのまま使用し、新しい Grafana アラート機能を有効に
しないことをお勧めします。Prometheus データソースで定義されているアラートを表示した
い場合は、Grafana アラートを有効にすることをおすすめします。これにより、Prometheus 
Alertmanager で作成されたアラートに対して通知が 1 回のみ送信されます。

Grafana アラートシステムへの移行

Grafana アラートを有効にすると、既存のクラシックダッシュボードアラートが Grafana アラートと互換
性のある形式で移行されます。Grafana インスタンスのアラートページでは、移行されたアラートと新し
いアラートを表示できます。Grafana アラートを使用すると、Grafana が管理するアラートルールは、一
致した場合に 1 つのアラートではなく、複数の通知を送信します。

クラシックダッシュボードアラートと Grafana アラートへの読み取り/書き込みアクセス権は、それらを保
存するフォルダーの権限によって管理されます。移行中、従来のダッシュボードのアラート権限は、次の
ように新しいルールの権限と一致します。

• 元のアラートのダッシュボードに権限がある場合、移行によって元のダッシュボードの権限 (フォ
ルダーから継承された権限を含む)Migrated {"dashboardUid": "UID", "panelId": 1, 
"alertId": 1} に合わせてこの形式の名前のフォルダーが作成されます。

• ダッシュボード権限がなく、ダッシュボードがフォルダーの下にある場合、ルールはこのフォルダーに
リンクされ、その権限を継承します。

• ダッシュボード権限がなく、ダッシュボードが General フォルダーにある場合、ルールは General 
Alerting フォルダーにリンクされ、ルールはデフォルトの権限を継承します。

Note

GrafanaKeep Last StateNoData アラートにはオプションがないため、NoDataこのオプショ
ンはクラシックルールの移行中に使用されます。Keep Last StateError処理オプションが新
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しいオプションに移行されましたError。どちらの場合もKeep Last State、の動作に合わせ
て、移行中に Amazon Managed Grafana はアラートルールごとに自動的に 1 年間のサイレンスを
作成します。

通知チャンネルは、適切なルートと受信者を含む Alertmanager 設定に移行されます。デフォルトの通知
チャネルは、連絡先としてデフォルトルートに追加されます。autogen-unlinked-channel-recvどの
ダッシュボードアラートにも関連付けられていない通知チャネルはルートに送られます。

制限事項

• Grafana アラートシステムは、利用可能な Prometheus、Loki、Alertmanager のすべてのデータソース
からルールを取得できます。サポートされている他のデータソースからアラートルールを取得できない
場合があります。

• Grafana アラートと従来のダッシュボードアラート間を行き来すると、一方のシステムでサポートされ
ている機能のデータが失われても、もう一方のシステムではサポートされない可能性があります。

Note

従来のダッシュボードアラートに戻すと、Grafana アラートを有効にしている間に行われたア
ラート設定への変更は、作成された新しいアラートルールも含めてすべて失われます。

アラートルールを管理

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

アラートルールは、アラートを起動するかどうかを決定する評価基準のセットです。アラートルールは、1
つ以上のクエリと式、条件、評価頻度、およびオプションで条件が満たされる期間で構成されます。

クエリと式は評価するデータセットを選択しますが、アラートを作成するためにアラートが満たす必要の
あるしきい値、または超える必要があるしきい値は条件によって設定されます。間隔は、アラートルール
が評価される頻度を指定します。期間を設定すると、条件を満たす必要がある期間が示されます。アラー
トルールは、データがない場合のアラート動作を定義することもできます。

Note

Grafana マネージドアラートルールは、ルールを保存するフォルダーの編集権限を持つユーザー
のみが編集または削除できます。
外部の Grafana Mimir または Loki インスタンスのアラートルールは、編集者または管理者の役割
を持つユーザーが編集または削除できます。

トピック
• Grafana マネージドアラートルールの作成 (p. 424)
• Grafana、Mimir、Loki のマネージドアラートルールの作成 (p. 428)
• Grafana、Mimir、Loki マネージドレコーディングルールの作成 (p. 430)
• Grafana、ミミール、ロキのルールグループと名前空間 (p. 431)
• アラートルールの表示と編集 (p. 431)

Grafana マネージドアラートルールの作成

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
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Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

Grafana では、1 つ以上のデータソースにクエリを実行したり、結果を縮小または変換したり、それらを
相互に比較したり、固定のしきい値と比較したりするアラートルールを作成できます。これらを実行する
と、Grafana は連絡先に通知を送信します。

Grafana マネージドルールを追加するには

1. Grafana コンソールの Grafana メニューで、アラート (ベル) アイコンを選択し、既存のアラートを一
覧表示するアラートページを開きます。

2. [新しいアラートルール] を選択します。
3. ステップ 1 では、次のようにルール名、タイプ、および保存場所を追加します。

• [ルール名] に、わかりやすい名前を追加します。この名前はアラートルールリストに表示されま
す。また、alertnameこのルールから作成されるすべてのアラートインスタンスのラベルでもあり
ます。

• ルールタイプドロップダウンから、Grafana マネージドアラートを選択します。
• 「フォルダ」ドロップダウンから、ルールを保存するフォルダを選択します。フォルダーを選択し

ない場合、Generalルールはフォルダーに保存されます。フォルダーを作成するには、ドロップダ
ウンを選択し、新しいフォルダー名を入力します。

4. ステップ 2 では、評価するクエリと式を追加します。

• デフォルトの名前をそのまま使用するか、カーソルを合わせて編集アイコンを選択して名前を変更
します。

• クエリの場合は、ドロップダウンからデータソースを選択します。
• 1 つ以上のクエリまたは式を追加します (p. 299)。
• 式ごとに、クラシック条件を選択して単一のアラートルールを作成するか、[計算]、[削減]、[リサン

プリング] のオプションを選択してシリーズごとに個別のアラートを生成します。これらのオプショ
ンの詳細については、を参照してください単一次元ルールと多次元ルール (p. 426)。

• [クエリを実行] を選択して、クエリが成功したことを確認します。
5. ステップ 3 で、条件を追加します。

• 条件ドロップダウンから、アラートルールを開始するクエリまたは式を選択します。
• 「毎回評価する」には、評価の頻度を指定します。10 秒の倍数である必要があります。例えば、1m

や 30s などです。
• Evaluate for には、アラートが開始されるまでに条件が満たされている必要がある期間を指定しま

す。

Note

条件に違反すると、Pendingアラートが状態になります。指定した期間にわたって条件違
反が続くと、Firingアラートはその状態に移行します。満たされなくなると、Normal状
態に戻ります。

• 「データなしとエラー処理の設定」で、データがない場合のアラート動作を設定します。のガイド
ラインを使用してくださいデータなしまたはエラーケースの処理 (p. 428)。

• [アラートをプレビュー] を選択して、現時点でクエリを実行した結果を確認します。プレビューに
はデータやエラー処理条件は含まれません。

6. ステップ 4 では、ルールに関連するメタデータを追加します。

• 説明と概要を追加して、アラートメッセージをカスタマイズします。のガイドラインを使用してく
ださいラベルと注釈 (p. 403)。

• Runbook URL、パネル、ダッシュボード、アラート ID を追加します。
• カスタムラベルを追加します。
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7. [Save] を選択してルールを保存するか、[Save and exit] を選択してルールを保存し、[Alerting] ページ
に戻ります。

ルールを作成したら、ルールの通知を作成できます。通知の詳細については、「アラート通知を管理す
る (p. 433)」を参照してください。

単一次元ルールと多次元ルール

Grafana マネージドアラートルールでは、クラシック条件のルールを作成することも、多次元ルールを作
成することもできます。

1 次元ルール (クラシック条件)

従来の条件式を使用して、条件が満たされたときに 1 つのアラートを開始するルールを作成します。複数
のシリーズを返すクエリの場合、Grafana は各シリーズのアラート状態を追跡しません。その結果、複数
のシリーズでアラート条件が満たされた場合でも、Grafana はアラートを 1 つだけ送信します。

エクスプレッションのフォーマット方法の詳細については、Grafana ドキュメンテーションの「エクスプ
レッション」を参照してください。

多次元ルール

クエリで返されたシリーズごとに個別のアラートインスタンスを生成するには、多次元ルールを作成しま
す。

Note

多次元ルールによって生成された各アラートインスタンスは、アラートの合計クォータにカウン
トされます。アラートのクォータに達しても、ルールは評価されません。多次元ルールのクォー
タの詳細については、「」を参照してください「クォータに達しました」エラー (p. 427)。

1 つのルールから複数のインスタンスを作成するにはMath、Reduce、Resampleまたは式を使用して多
次元ルールを作成します。例えば、以下のことが可能です。

• Reduceクエリごとに式を追加して、選択した時間範囲の値を 1 つの値に集約します。(数値データを使
用するルールには必要ありません (p. 402))。

• Mathルールの条件を含む式を追加します。これは、クエリまたはリデュース式が、ルールがアラートを
開始しない場合は既に 0 を返し、アラートを開始する場合は正の数を返す場合は必要ありません。

例:
• $B > 70B クエリ/式の値が 70 を超える場合にアラートを開始する必要があるかどうか。
• $B < $C * 100Bの値がCの値に100を掛けた値より小さい場合にアラートを開始する必要がある場

合に備えて。比較対象のクエリの結果に複数の系列がある場合、ラベルが同じか、一方が他方のサブ
セットであれば、異なるクエリの系列が照合されます。

Note

Grafana はテンプレート変数を使ったアラートクエリをサポートしていません。詳細について
は、コミュニティページをご覧ください。アラートの設定中、テンプレート変数はアラートクエ
リではサポートされません。

多次元ルールに関するパフォーマンス上の考慮事項

各アラートインスタンスはアラートクォータにカウントされます。アラートクォータに収まらない数の
インスタンスを作成する多次元ルールは評価されず、クォータエラーが返されます。詳細については、
「「クォータに達しました」エラー (p. 427)」を参照してください。
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多次元アラートは、Grafana ワークスペースのパフォーマンスだけでなく、Grafana がアラートルールを
評価するためにクエリを実行する際のデータソースのパフォーマンスにも大きな影響を与える可能性があ
ります。監視システムのパフォーマンスを最適化しようとするときには、次の考慮事項が役立ちます。

• ルール評価の頻度 — アラートルールの Evaluate Every プロパティは、ルール評価の頻度を制御しま
す。許容範囲で最も低い評価周波数を使用することをお勧めします。

• 結果セットのカーディナリティ — ルールを使用して作成するアラートインスタンスの数は、そのパ
フォーマンスに影響します。フリート内のすべての VM で、すべての API パスの API レスポンスエラー
を監視しているとします。このセットには、パスの数に仮想マシンの数を掛けたものがカーディナリ
ティです。たとえば、VM ごとのパスごとではなく、VM ごとの合計エラー数を監視することで、結果
セットのカーディナリティを減らすことができます。

• クエリの複雑さ — データソースが処理して迅速に応答できるクエリは、消費するリソースが少なくて
済みます。この考慮事項は上記の他の考慮事項ほど重要ではありませんが、これらの点をできるだけ減
らした場合は、個々のクエリのパフォーマンスを調べることで違いが生じる可能性があります。また、
これらのルールを評価するとデータソースに及ぼすパフォーマンスへの影響も認識しておく必要があ
ります。多くの場合、監視データベースによって処理されるクエリの大部分はアラートクエリであるた
め、Grafana インスタンスに影響するのと同じ負荷係数がそれらにも影響します。

「クォータに達しました」エラー

1 つのワークスペースに含めることができるアラートインスタンスの数にはクォータがあります。その数
に達すると、そのワークスペースで新しいアラートルールを作成できなくなります。多次元アラートで
は、アラートインスタンスの数は時間とともに変化する可能性があります。

アラートインスタンスを操作する際には、次の点を覚えておく必要があります。

• 単一次元のルールのみを作成する場合、各ルールは単一のアラートインスタンスになります。1 つの
ワークスペースで、アラートインスタンスのクォータと同じ数のルールを作成できますが、それ以上は
作成できません。

• 多次元ルールは複数のアラートインスタンスを作成しますが、その数は評価されるまでわかりません。
たとえば、Amazon EC2 インスタンスの CPU 使用状況を追跡するアラートルールを作成した場合、作
成時には 50 の EC2 インスタンス (つまり 50 個のアラートインスタンス) が存在する可能性があります
が、1 週間後にさらに 10 個の EC2 インスタンスを追加すると、次の評価では 60 個のアラートインス
タンスになります。

アラートインスタンスの数は、多次元アラートを作成するときに評価されます。アラートインスタンス
のクォータをすぐに超過するようなアラートを作成することはできません。アラートインスタンスの数
は変わる可能性があるため、ルールが評価されるたびにクォータがチェックされます。

• ルール評価時に、ルールによってアラートインスタンスのクォータを超えた場合、アラートルールが更
新されてアラートインスタンスの総数がサービスクォータを下回るまで、そのルールは評価されませ
ん。この場合、クォータに達したことを知らせるアラート通知が届きます (通知では、評価対象のルー
ルの通知ポリシーが使用されます)。Error通知には値を含む注釈が含まれますQuotaReachedError。

• aQuotaReachedError の評価を停止させるルール。評価は、更新が行われ、QuotaReachedError更
新後の評価自体が原因ではない場合にのみ再開されます。評価されていないルールでは、Grafana コン
ソールに「クォータに達しました」というエラーが表示されます。

• アラートインスタンスの数を減らすには、アラートルールを削除するか、多次元アラートを編集してア
ラートインスタンスを減らします（たとえば、仮想マシンの API ごとにエラーアラートを 1 つ設定する
のではなく、VM ごとにエラーに関するアラートを 1 つ設定する）。

• 評価を再開するには、アラートを更新して保存します。アラートインスタンスの数を減らすように更新
できます。また、アラートインスタンスの数を減らすために他の変更を加えた場合は、変更せずに保存
できます。再開できれば、再開できます。別の原因となる場合はQuotaReachedError、保存できませ
ん。

• アラートを保存してアラートクォータを超えずに評価を再開すると、クォータに達したエラーがしばら
くの間（評価間隔まで）Grafana コンソールに表示され続けることがありますが、アラートルールの評
価が開始され、ルールのしきい値に達するとアラートが送信されます。
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• アラートクォータやその他のクォータの詳細については、を参照してくださいAmazon Managed 
Grafana サービスのクォータ (p. 755)。

データなしまたはエラーケースの処理

データがない場合やエラーが発生したときのアラート動作の処理方法を選択してください。

データを処理しない場合のオプションを、次の表に示します。

「データなし」オプション Behavior

データなし DatasourceNoDataアラートルールの名前と
UID、およびデータを返さなかったデータソースの
UIDをラベルとしてアラートを作成します。

アラート アラートルールの状態をに設定しますAlerting。

OK アラートルールの状態をに設定しますNormal。

エラーケースを処理するためのオプションを、次の表に示します。

エラーまたはタイムアウトオプション Behavior

アラート アラートルールの状態をに設定Alerting

OK アラートルールの状態をに設定Normal

エラー DatasourceErrorアラートルールの名前とUID、
およびデータを返さなかったデータソースのUIDを
ラベルとしてアラートを作成します。

Grafana、Mimir、Loki のマネージドアラートルールの作成

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

Grafana を使用すると、外部の Grafana Mimir または Loki インスタンスのアラートルールを作成できま
す。

Note

Grafana Amazon Managed Service for Prometheus-プロメテウスのデータソースを Amazon 
Managed Service for Prometheus にエクスポートするする。

前提条件

• Managed us データソースへの書き込み権限が付与されていることを確認します。そうしない
と、Cortex Managed Alerts Managed Alerts Managed Service for Protex Managed Alert ルールを作成ま
たは更新できません。

• Grafana Mimir と Loki のデータソースについては、それぞれのサービスを設定してルーラー API を有効
にします。
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• Loki — Lokilocal データソースのデフォルトであるルールストレージタイプは、ルールの表示のみを
サポートします。ルールを編集するには、他のストレージタイプのいずれかを設定します。

• Grafana Mimir —/api/prom レガシープレフィックスを使用してください/
prometheus。Prometheus データソースは Grafana Mimir と Prometheus の両方をサポートしてお
り、Grafana はクエリ API とルーラー API の両方が同じ URL にあることを想定しています。Ruler 
API に個別の URL を指定することはできません。

Note

特定の Loki または Prometheus データソースのアラートルールを管理したくない場合は、その設
定に移動し、「アラート UI でアラートを管理」チェックボックスをオフにします。

Grafana、Mimir、または Loki のマネージドアラートルールを追加するには

1. Grafana コンソールの Grafana メニューで、アラート (ベル) アイコンを選択し、既存のアラートを一
覧表示するアラートページを開きます。

2. [アラートルールを作成] を選択します。
3. ステップ 1 では、次のようにルールタイプと詳細を選択します。

• ミミールまたはロキアラートを選択してください。
• [ルール名] に、わかりやすい名前を追加します。この名前はアラートルールリストに表示されま

す。また、alertnameこのルールから作成されるすべてのアラートインスタンスのラベルでもあり
ます。

• [データソースの選択] ドロップダウンから、Prometheus または Loki データソースを選択します。
• 名前空間ドロップダウンから、既存のルール名前空間を選択します。それ以外の場合は、[新規追加] 

を選択し、名前を入力して作成します。名前空間には 1 つ以上のルールグループを含めることがで
き、組織的な目的のみ使用できます。詳細については、「Cortex または Loki ルールグループと名前
空間 (p. 582)」を参照してください。

• グループドロップダウンから、選択した名前空間内の既存のグループを選択します。それ以外の場
合は、[新規追加] を選択し、名前を入力して作成します。新しく作成されたルールはグループの末
尾に付加されます。グループ内のルールは、同じ評価時間で、一定の間隔で順番に実行されます。

4. ステップ 2 では、評価するクエリを追加します。

値には、PromQL 式または LogQL 式を使用できます。評価結果に 0 より大きい値の系列が少なくと
も 1 つある場合、ルールはアラートを開始します。シリーズごとにアラートが作成されます。

5. ステップ 3 では、アラート評価間隔を指定します。

条件の「対象」テキストボックスに、アラートが開始されるまでに条件が満たされている必要がある
期間を指定します。指定する場合5m、アラートが開始される前に条件が 5 分間満たされている必要が
あります。

Note

条件が満たされると、Pendingアラートが状態になります。条件が指定された期間アク
ティブのままになると、Firingアラートはその状態に移行します。満たされなくなる
と、Normal状態に戻ります。

6. ステップ 4 では、ルールに関連するメタデータを追加します。

• 説明と概要を追加して、アラートメッセージをカスタマイズします。のガイドラインを使用してく
ださいラベルと注釈 (p. 403)。

• Runbook URL、パネル、ダッシュボード、アラート ID を追加します。
• カスタムラベルを追加します。

7. [アラートをプレビュー] を選択してルールを評価し、どのようなアラートが生成されるかを確認しま
す。各アラートの状態と値を含むアラートのリストが表示されます。
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8. [Save] を選択してルールを保存するか、[Save and exit] を選択してルールを保存し、[Alerting] ページ
に戻ります。

ルールを作成したら、ルールの通知を作成できます。通知の詳細については、「アラート通知を管理す
る (p. 433)」を参照してください。

Grafana、Mimir、Loki マネージドレコーディングルールの作成

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

外部の Grafana Mimir または Loki インスタンスのレコーディングルールを作成および管理できます。記録
ルールは、頻繁に必要な式や計算量の多い式を事前に計算し、その結果を新しい時系列セットとして保存
します。この新しい時系列のクエリは、ダッシュボードが更新されるたびに同じ式をクエリするため、特
にダッシュボードの場合はより高速です。

前提条件

Grafana Mimir と Loki のデータソースについては、それぞれのサービスを設定してルーラー API を有効に
します。

• Loki — Lokilocal データソースのデフォルトであるルールストレージタイプは、ルールの表示のみをサ
ポートします。ルールを編集するには、他のストレージタイプのいずれかを設定します。

• Grafana Mimir — Grafana Mimir を指すようにデータソースを設定する場合は、/api/prom従来のプレ
フィックスではなくレガシープレフィックスを使用してください/prometheus。Prometheus データ
ソースは Grafana Mimir と Prometheus の両方をサポートしており、Grafana はクエリ API とルーラー 
API の両方が同じ URL にあることを想定しています。Ruler API に個別の URL を指定することはできま
せん。

Note

特定の Loki または Prometheus データソースのアラートルールを管理したくない場合は、その設
定に移動し、「アラート UI でアラートを管理」チェックボックスをオフにします。

Grafana、Mimir、または Loki が管理するレコーディングルールを追加するには

1. Grafana コンソールの Grafana メニューで、アラート (ベル) アイコンを選択し、既存のアラートを一
覧表示するアラートページを開きます。

2. [アラートルールを作成] を選択します。
3. ステップ 1 では、次のようにルールタイプ、ルール名、および保存場所を追加します。

• Mimir または Loki の録音ルールオプションを選択します。
• [ルール名] に、わかりやすい名前を追加します。この名前はアラートルールリストに表示されま

す。また、alertnameこのルールから作成されるすべてのアラートインスタンスのラベルでもあり
ます。

• [データソースの選択] ドロップダウンから、Prometheus または Loki データソースを選択します。
• 名前空間ドロップダウンから、既存のルール名前空間を選択します。それ以外の場合は、[新規追加] 

を選択し、名前を入力して作成します。名前空間には 1 つ以上のルールグループを含めることがで
き、組織的な目的のみ使用できます。詳細については、「Cortex または Loki ルールグループと名前
空間 (p. 582)」を参照してください。

• グループドロップダウンから、選択した名前空間内の既存のグループを選択します。それ以外の場
合は、[新規追加] を選択し、名前を入力して作成します。新しく作成されたルールはグループの末
尾に付加されます。グループ内のルールは、同じ評価時間で、一定の間隔で順番に実行されます。
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4. ステップ 2 では、評価するクエリを追加します。

値には、PromQL 式または LogQL 式を使用できます。評価結果に 0 より大きい値の系列が少なくと
も 1 つある場合、ルールはアラートを開始します。シリーズごとにアラートが作成されます。

5. ステップ 3 では、ルールに関連するメタデータを追加します。

• 説明と概要を追加して、アラートメッセージをカスタマイズします。のガイドラインを使用してく
ださいアラートルール用の注釈とラベル (p. 580)。

• Runbook URL、パネル、ダッシュボード、アラート ID を追加します。
• カスタムラベルを追加します。

6. [Save] を選択してルールを保存するか、[Save and exit] を選択してルールを保存し、[Alerting] ページ
に戻ります。

Grafana、ミミール、ロキのルールグループと名前空間

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

ルールを整理できます。ルールはルールグループ内で作成され、ルールグループは名前空間に編成され
ます。ルールグループ内のルールは、一定の間隔で順番に実行されます。デフォルトの間隔は 1 分で
す。Grafana Mimir または Loki の名前空間とルールグループの名前を変更したり、ルールグループの評価
間隔を編集したりできます。

ルールグループまたは名前空間を編集するには

1. Grafana コンソールの Grafana メニューで、アラート (ベル) アイコンを選択してアラートページを開
きます。

2. 編集するルールグループまたは名前空間内のルールに移動します。
3. 編集 (ペン) アイコンを選択します。
4. ルールグループまたは名前空間に変更を加えます。

Note

名前空間の場合、編集できるのは名前のみです。ルールグループでは、グループ内のルール
の名前または評価間隔を変更します。たとえば、1mルールを 1 分に 1 回評価するか、30 秒
に 130s 回評価するかを選択できます。

5. [変更の保存] を選択します。

アラートルールの表示と編集

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

アラートページには、アラートルールが一覧表示されます。デフォルトでは、ルールはデータソー
スのタイプ別にグループ化されています。Grafana セクションには Grafana が管理するルールが一
覧表示され、Cortex/Loki セクションには Prometheus 互換データソースのルールが一覧表示されま
す。Prometheus 互換データソースのアラートルールは表示できますが、編集することはできません。

Mimir/Cortex/Loki ルールセクションには、Mimir、Cortex、または Loki データソースのすべてのルールが
一覧表示されます。クラウドアラートルールもこのセクションに記載されています。
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大量のアラートを管理する場合、拡張アラートルール検索機能を使用して、フォルダー、評価グループ、
およびルールをフィルタリングできます。さらに、アラートルールをラベル、状態、タイプ、状態などの
プロパティでフィルタリングできます。

Note

プロビジョニングされたアラートのクエリ定義は表示できますが、編集することはできません。
これらを表示できるため、ルール定義のためにプロビジョニングリポジトリに戻らなくても、ク
エリとルール定義が正しいことを確認できます。

アラートルールの表示

Grafana アラートを使用すると、すべてのアラートを 1 ページに表示できます。

アラートの詳細を表示するには

1. Grafana コンソールの Grafana メニューで、アラート (ベル) アイコンを選択してアラートページを開
きます。デフォルトでは、ルールはデータソースタイプごとにグループで表示されます。また、各ア
ラートの現在の状態別に表示することもできます (これらについては、次のテキストで詳しく説明し
ます)。

2. View as では、お好みのオプションを選択して、グループビューとステートビューを切り替えること
ができます。

3. 行の横にある矢印を選択すると、その行の詳細が表示されます。ルールの詳細には、ルールラベル、
注釈、データソース、クエリのほか、ルールから生成されたアラートインスタンスのリストが含まれ
ます。

Note

アラートの詳細を理解する方法の詳細については、を参照してくださいアラートルールの状態と
健全性 (p. 412)。

グループビュー

グループビューには、フォルダーごとにグループ化された Grafana アラートルールとnamespace + でグ
ループ化された Loki または Prometheus アラートルールが表示されますgroup。これは、ルールを管理す
るためのデフォルトのルールリストビューです。各グループを展開すると、そのグループ内のルールのリ
ストを表示できます。ルールをさらに展開して、詳細を表示します。ルールによって生成されたアクショ
ンボタンやアラートを展開して、その詳細を表示することもできます。

ステートビュー

ステートビューには、アラートルールが州ごとにグループ化されて表示されます。このビューを使用する
と、どのルールがどの状態にあるかの概要を把握できます。各ルールを展開して、詳細を表示できます。
アクションボタンとこのルールによって生成されたアラート、および各アラートをさらに展開して詳細を
表示できます。

アラートルールをフィルタリングする

アラートページに表示されるアラートルールは、いくつかの方法でフィルタリングできます。

• [データソースの選択] を選択し、フィルターするデータソースを選択することで、特定のデータソース
をクエリするルールをフィルターして表示できます。

• ラベルで絞り込むには、「ラベルで検索」で検索条件を選択します。たとえ
ば、environment=production,region=~US|EU,severity!=warning米国とEUの生産に関する
警告を絞り込むように入力できます。

• [アラートを州で絞り込む] を選択し、表示する状態を選択することで、特定の状態のルールを表示する
ようにフィルタリングできます。
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アラートルールの編集または削除

Grafana が管理するアラートルールは、ルールを保存するフォルダーの編集権限を持つユーザーのみが編
集または削除できます。外部の Mimir または Loki インスタンスのアラートルールは、編集者または管理者
の役割を持つユーザーが編集または削除できます。

ルールの編集または削除するには

1. 表示、編集、削除のルールコントロールが表示されるまでルールを展開します。
2. [編集] を選択して、ルール作成ページを開きます。ルールの作成と同じ方法でを更新します。詳細

については、Grafana マネージドアラートルールの作成 (p. 424)またはの手順を参照してくださ
いGrafana、Mimir、Loki のマネージドアラートルールの作成 (p. 428)。

3. オプションで、[削除] を選択してルールを削除します。

アラートルールのエクスポート

[エクスポート] を選択すると、ルールを Grafana ワークスペースの YAML または JSON にエクスポート
できます。新しいルールを定義し、それをエクスポートするオプションが表示されます。UI を使用して
ルールを作成し、それをエクスポートしてプロビジョニング API または terraform スクリプトで使用でき
ます。

Note

これは Grafana ワークスペースとプロビジョニングインターフェースの両方でサポートされてい
ます。

アラート通知を管理する

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

アラート通知をどのように、いつ、どこに送信するかを選択することは、アラートシステムを設定する上
で重要です。これらの決定は、問題を迅速に解決し、重要なことを見逃さないようにする能力に直接影響
します。

最初のステップとして、連絡先、つまりアラート通知の送信先を定義します。連絡先は、通知を照合する
宛先のセットにすることができます。通知テンプレートを連絡先に追加して、通知で再利用したり一貫性
のあるメッセージを送ったりできます。

次に、通知ポリシーを作成します。通知ポリシーとは、アラートが連絡先にルーティングされる場所、タ
イミング、方法に関する一連のルールです。通知ポリシーでは、作成した連絡先のいずれかを選択して、
アラート通知の送信先を定義します。通知ポリシーにミュートのタイミングを追加してください。ミュー
トタイミングとは、通知を一切送信したくない期間を繰り返し行うことです。

アラートルールが評価されると、アラートルーラーはアラートインスタンスをAlertmanagerに送信しま
す。1つのアラートルールで複数のアラートインスタンスをトリガーできます。

Alertmanagerはこれらのアラートインスタンスを受信し、ミュートのタイミングを処理し、アラートをグ
ループ化し、通知ポリシーで定義されているように連絡先に通知を送信します。

トピック
• アラートマネージャー (p. 434)
• 連絡先の使用 (p. 435)
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• 通知ポリシーの使用 (p. 436)
• 通知をカスタマイズ (p. 439)
• Prometheus データソースのサイレンシングアラート通知 (p. 454)
• ミュートタイミング (p. 455)
• アラートグループによる表示とフィルタリング (p. 457)
• 通知エラーの表示 (p. 458)

アラートマネージャー

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

Alertmanagerを使用すると、アラートを迅速かつ効率的に管理および対応できます。アラートを受け取
り、ミュート、禁止、グループ化、ルーティングを処理し、選択したチャネル（メールや Slack など）か
ら通知を送信します。

Grafana では、Grafana アラートマネージャーまたは外部のアラートマネージャーを使用できます。複数
のアラートマネージャーを実行することもできます。どちらにするかは、設定とアラートが生成される場
所によって異なります。

Grafana アラートマネージャー

Grafana Alertmanager は内部アラートマネージャーで、事前に設定されており、Grafana をオンプレミス
またはオープンソースで実行している場合はデフォルトで選択できます。

Grafana アラートマネージャーは Grafana からのアラートを受信できますが、Grafana の外部、たとえば 
Mimir や Loki からのアラートは受信できません。

Note

禁止ルールは Grafana アラートマネージャーではサポートされていません。

外部アラートマネージャー

Grafana、Loki、Mimir、Prometheus のすべてのアラートを 1 つのアラートマネージャーで受信したい場
合は、外部のアラートマネージャーを使用するように Grafana を設定できます。この外部アラートマネー
ジャーは、Grafana 自体から設定および管理できます。

独自の外部アラートマネージャーを設定し、Grafana Alertmanager の代わりにそこにアラートを送信した
い場合の 2 つの例を次に示します。

1. Prometheus など他のアラートジェネレーターを使用しているため、すでに設定した独自のクラウドイ
ンフラストラクチャにアラートマネージャーがオンプレミスで配置されていて、引き続き使用したい場
合があります。

2. オンプレミスの Prometheus とホストされている Grafana の両方を使用して、クラウドインフラストラ
クチャで実行されているのと同じアラートマネージャーにアラートを送信する必要があります。

アラートマネージャーは、「アラート連絡先ポイント」および「通知ポリシー」ページのドロップダウン
メニューに表示されます。

データソースをプロビジョニングする場合は、handleGrafanaManagedAlertsjsonDataフィールドの
フラグをに設定して、Grafanatrue が管理するアラートをこの Alertmanager に送信します。
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連絡先の使用

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

連絡先を使用して、アラートが開始されたときに連絡先に通知する方法を定義します。連絡先に
は、Amazon 簡易通知サービスや Slack など、1 つ以上の連絡先統合を設定できます。アラートが開始さ
れると、連絡先のリストにあるすべての連絡先統合に通知が送信されます。オプションで、通知テンプ
レートを使用して (p. 444)、連絡先タイプに合わせて通知メッセージをカスタマイズします。

Note

Grafana マネージドアラートの連絡先を作成および編集できます。Alertmanager アラートの連絡
先は読み取り専用です。

連絡先の使用

次の手順では、連絡先を追加、編集、テスト、および削除する方法を詳しく示します。

連絡先を追加するには

1. Grafana コンソールの Grafana メニューで、アラート (ベル) アイコンを選択してアラートページを開
きます。

2. 「連絡先」を選択し、「連絡先を追加」を選択します。
3. アラートマネージャーのドロップダウンから、アラートマネージャーを選択します。デフォルトでは 

Grafana アラートマネージャーが選択されます。
4. 連絡先の名前を入力します。
5. 連絡先の統合から、タイプを選択し、そのタイプに基づいて必須フィールドを選択します。たとえ

ば、Slackを選択した場合は、連絡が必要なSlackチャンネルとユーザーを入力します。
6. 選択した連絡先で利用できる場合は、任意のオプション設定を選択して追加設定を指定します。
7. アラートが解決したときに通知を受け取りたくない場合は、[通知設定] で [解決済みメッセージを無効

にする] をオプションで選択します。
8. 連絡先にさらに多くの連絡先タイプが必要な場合は、[連絡先統合を追加] を選択し、必要な連絡先タ

イプごとに手順を繰り返すことができます。
9. [連絡先を保存する] を選択して変更を保存します。

連絡先を編集するには

1. 連絡先を選択すると、既存の連絡先のリストが表示されます。
2. 編集する連絡先を選択し、編集アイコン (ペン) を選択します。
3. 必要な変更を加え、[連絡先を保存] を選択して変更を保存します。

コンタクトポイントを作成したら、テスト通知を送信して、適切に設定されていることを確認できます。

テスト通知を送信するには

1. 連絡先を選択して、既存の連絡先のリストを開きます。
2. テストする連絡先を選択し、編集アイコン (ペン) を選択します。
3. テストアイコン (paper 飛行機) を選択します。
4. 定義済みのテスト通知を送信するか、[カスタム] を選択してテスト通知に独自のカスタム注釈とラベ

ルを追加するかを選択します。
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5. 「テスト通知を送信」を選択し、指定した連絡先でアラートをテストします。

通知ポリシーで使用されていない連絡先を削除できます。

連絡先を削除するには

1. 連絡先を選択して、既存の連絡先のリストを開きます。
2. 削除する連絡先を選択し、削除アイコン (ごみ箱) を選択します。
3. 確認ダイアログボックスで、[Yes, delete] を選択します。

Note

連絡先が通知ポリシーで使用されている場合は、連絡先を削除する前に、通知ポリシーを削除す
るか、別の連絡先を使用するように編集する必要があります。

サポートされているNotifierのリスト

名前 型

Amazon SNS sns

OpsGenie opsgenie

ページャー・デューティ pagerduty

Slack slack

VictorOps victorops

通知ポリシーの使用

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

通知ポリシーは、アラートが連絡先にルーティングされる方法を決定します。ポリシーにはツリー構造
があり、各ポリシーに 1 つまたは複数の子ポリシーを含めることができます。ルートポリシーを除く各
ポリシーは、特定のアラートラベルと一致させることもできます。各アラートはルートポリシーによっ
て評価され、次に各子ポリシーによって評価されます。Continue matching subsequent sibling 
nodes特定のポリシーでオプションを有効にすると、1 回以上一致した後でも評価が継続されます。親ポ
リシーの構成設定と連絡先情報は、どの子ポリシーにも一致しないアラートの動作を制御します。ルート
ポリシーは、特定のポリシーと一致しないアラートを管理します。

Note

Grafana マネージドアラートの通知ポリシーを作成および編集できます。Alertmanager アラート
の通知ポリシーは読み取り専用です。

通知のグループ化

グループ化すると、同様の性質のアラート通知が 1 つのファネルに分類されます。これにより、システム
の多くの部分で同時に障害が発生して多数のアラートが同時に開始されるような大規模な停止時のアラー
ト通知を制御できます。
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グループ化の例

さまざまな環境のデータベースに 100 のサービスが接続されているとします。これらのサービスはラ
ベルによって区別されますenv=environmentname。サービスがデータベースに到達できるかどうか
を監視するアラートルールが設定されています。アラートルールは、という名前のアラートを作成しま
すalertname=DatabaseUnreachable。

ネットワークパーティションが発生し、サービスの半分がデータベースにアクセスできなくなると、50 種
類のアラートが開始されます。このような状況では、影響を受ける環境のリストが記載された1ページの通
知（50件ではなく）を受け取る必要があります。

グループ化はgroup_by: [alertname] (envサービスごとに異なるラベルを使用せずに) 設定できま
す。この設定を行うと、Grafana は、このアラートルールの影響を受けるすべての環境を含む 1 つのコン
パクトな通知を送信します。

特別グループ

Grafana には 2 つの特別なグループがあります。デフォルトのグループでは、group_by: nullすべ
てのアラートが 1 つのグループにまとめられます。また、という名前の付いた特別なラベルを使用し
て、...アラートをすべてのラベルでグループ化することもできます。これにより、グループ化を効果的
に無効にして、各アラートを独自のグループに送信できます。

通知の使用

次の手順では、通知ポリシーを作成および管理する方法を示します。

ルート通知ポリシーを編集するには

1. Grafana コンソールの Grafana メニューで、アラート (ベル) アイコンを選択してアラートページを開
きます。

2. [通知ポリシー] を選択します。
3. アラートマネージャーのドロップダウンから、編集するアラートマネージャーを選択します。
4. ルートポリシーセクションで、編集アイコン（ペン）を選択します。
5. 「デフォルト連絡先」で、アラートルールが特定のポリシーに一致しない場合にルールの通知を送信

する連絡先を更新します。
6. [グループ化] で、アラートをグループ化するラベル (または特別なグループ) を選択します。
7. 「タイミングオプション」で、次のオプションから選択します。

• グループ待機 — 最初の通知を送信する前に、同じグループのアラートをバッファリングするまでの
待機時間。デフォルト値は 30 秒です。

• グループ間隔 — グループの 2 つの通知間の最小時間間隔。デフォルトは 5 分です。
• 繰り返し間隔 — 新しいアラートがグループに追加されなかった場合に通知を再送信するまでの最小

時間間隔。デフォルト値は 4 時間です。
8. [Save] (保存) を選択して変更を保存します。

新しい最上位の特定のポリシーを追加するには

1. Grafana コンソールの Grafana メニューで、アラート (ベル) アイコンを選択してアラートページを開
きます。

2. [通知ポリシー] を選択します。
3. アラートマネージャーのドロップダウンから、編集するアラートマネージャーを選択します。
4. 「特定ルーティング」セクションで、「新規特定ポリシー」を選択します。
5. 「一致するラベル」セクションに、一致するアラートラベルを 1 つ以上追加します。ラベルマッチン

グの詳細については、このトピックの後半で説明します。
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6. 連絡先に、アラートがこの特定のポリシーと一致する場合に通知を送信する連絡先を追加します。ネ
ストされたポリシーは、この連絡先よりも優先されます。

7. オプションで、アラートが現在のポリシーと一致した後も兄弟ポリシーの照合を継続するには、[次の
兄弟ノードとの照合を続ける] を有効にします。このポリシーを有効にすると、同じアラートに対して
複数の通知を受け取ることができます。

8. オプションで「グループ化をオーバーライド」を選択し、ルートポリシーとは異なるグループを指定
します。

9. グループ通知ポリシーのタイミングオプションをオーバーライドするには、オプションで「一般的な
タイミングを上書き」を選択します。

10. [Save policy(ポリシーの保存)] を選択して変更を保存します。

ネストされたポリシーを追加するには

1. ネストポリシーを作成したい特定のポリシーを展開します。
2. [ネストされたポリシーを追加] を選択し、詳細を追加します (最上位の特定のポリシーを追加する場合

と同様)。
3. [Save policy(ポリシーの保存)] を選択して変更を保存します。

特定のポリシーを編集するには

1. アラートページから [通知ポリシー] を選択し、既存のポリシーを一覧表示するページを開きます。
2. 編集するポリシーを選択し、[Edit] アイコン (ペン) を選択します。
3. 任意の変更を行います (最上位の特定のポリシーを追加する場合など)。
4. [ポリシーを保存]を選択します。

ポリシーを検索する

ポリシーツリー内をラベルマッチャーまたは連絡先で検索できます。

• 連絡先で検索するには、「連絡先で検索」フィールドに連絡先の名前の一部またはフルネームを入力し
ます。

• ラベルで検索するには、「ラベルで検索」フィールドに有効なラベルマッチャーを入力します。複数の
マッチャーをコンマで区切って入力できます。たとえば、有効なマッチャー入力は次のようになりま
すseverity=high, region=~EMEA|NA。

Note

ラベルで検索すると、一致したポリシーはすべて完全に一致します。部分一致と正規表現形式
の一致はサポートされていません。

ラベルマッチングの仕組み

アラートのラベルがポリシーで指定されているすべての一致するラベルと一致する場合、ポリシーがア
ラートと照合されます。

• [ラベル] — 一致するラベルの名前。アラートのラベル名と完全に一致する必要があります。
• 演算子 — ラベル値を一致するラベル値と比較するために使用される演算子。利用できる演算子は次のと

おりです。
• =指定した文字列と値が完全に一致するラベルを選択します。
• !=値が指定された文字列と一致しないラベルを選択してください。
• =~指定された文字列の正規表現で解釈された値と一致する値を持つラベルを選択します (指定された

文字列は正規表現として解釈されます)。
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• !=指定された正規表現と一致しないラベルを選択してください。
• 値 — ラベル値と一致する値。選択した演算子に応じて、文字列または正規表現として照合できます。

通知をカスタマイズ

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

通知テンプレートで通知をカスタマイズします。

通知テンプレートを使用して、通知内のメッセージのタイトル、メッセージ、および形式を変更できま
す。

通知テンプレートは、メールや Slack などの特定の連絡先インテグレーションには結び付けられていませ
ん。ただし、連絡先の統合ごとに個別の通知テンプレートを作成することもできます。

通知テンプレートは次の目的で使用できます。

• 通知内の概要、説明、ラベルと注釈、値、リンクなどの情報を追加、削除、または並べ替える
• テキストを太字と斜体にフォーマットし、改行を追加または削除する

通知テンプレートは次の目的には使用できません。

• Slack や Microsoft Teams などのインスタントメッセージングサービスの通知のデザインを変更

トピック
• Go のテンプレート言語を使用する (p. 439)
• 通知テンプレートの作成 (p. 444)
• テンプレートリファレンス (p. 448)

Go のテンプレート言語を使用する

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

通知テンプレートは Go のテンプレート言語である text/template で記述します。

このセクションでは、Go のテンプレート言語と text/template でのテンプレートの記述の概要を説明しま
す。

ドット

テキスト/テンプレートにはドットという特別なカーソルがあり、次のように書かれています.。このカー
ソルは、テンプレートのどこで使用されているかによって値が変化する変数と考えることができます。た
とえば、通知テンプレートの先頭には、、、、.ExtendedDataAlertsCommonAnnotationsなどの多
数のフィールドを含むオブジェクトを指しますExternalURL。StatusGroupLabelsCommonLabelsた
だし、リスト内でドットを使用する場合や、リスト内で使用する場合、または他のテンプレートで使用
するフィーチャテンプレートを作成する場合はwith、別のものを指す場合があります。rangeこの例は
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で通知テンプレートの作成 (p. 444)、すべてのデータと関数はで確認できますテンプレートリファレン
ス (p. 448)。

開始タグと終了タグ

text/template では、テンプレートが変数を出力するか{{、if}} ステートメントなどの制御構造を実行す
るかに関係なく、テンプレートはで始まり、で終わります。これは、変数を印刷するときにANDを使用
し、{{}}制御構造ではとを使用するJinjaなどの他のテンプレート言語とは異なります%}。{%

[Print]

何かの値を出力するには{{、とを使用してください}}。ドットの値、ドットのフィールド、関数の結
果、変数の値を出力できます (p. 441)。たとえば、AlertsExtendedDataドットが指すフィールドを出
力するには、次のように記述します。

{{ .Alerts }}

アラートの反復処理を繰り返す

アラートに関するすべての情報ではなく、各アラートのラベルだけを印刷するには、ExtendedDataを使
用してアラートを次のように繰り返すことができます。range

{{ range .Alerts }}
{{ .Labels }}
{{ end }}

範囲内では、ドットはもはやを指ささずExtendedData、Alertを指します。{{ .Labels }}を使用し
て各アラートのラベルを印刷できます。これがうまくいくのは、{{ range .Alerts }}ドットがアラー
トリスト内の現在のアラートを参照するように変更されているためです。範囲が完成すると、ドットは範
囲の開始前の値にリセットされます。この例では、ExtendedData次のようになります。

{{ range .Alerts }}
{{ .Labels }}
{{ end }}
{{/* does not work, .Labels does not exist here */}}
{{ .Labels }}
{{/* works, cursor was reset */}}
{{ .Status }}

注釈とラベルを繰り返し処理

では、各アラートのラベルをThe name of the label is $name, and the value is 
$value、$name$value各ラベルの名前と値を含む形式で印刷するテンプレートを作成してみましょう。

前の例と同様に、範囲を使用してアラートを反復処理し、ドットがアラートリスト内の現在のアラートを
参照するようにします。次に、ソートされたラベルに別の範囲を使用して、ドットが現在のラベルを参照
するようにもう一度更新されるようにします。.Alerts2 番目の範囲内では.Name、.Value and を使用
して各ラベルの名前と値を印刷します。

{{ range .Alerts }}
{{ range .Labels.SortedPairs }}
The name of the label is {{ .Name }}, and the value is {{ .Value }}
{{ end }}
{{ range .Annotations.SortedPairs }}
The name of the annotation is {{ .Name }}, and the value is {{ .Value }}
{{ end }}
{{ end }}
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If ステートメント

テンプレートでは if ステートメントを使用できます。たとえば、There are no alertsアラートがない
場合に印刷するには.Alerts、次のように記述します。

{{ if .Alerts }}
There are alerts
{{ else }}
There are no alerts
{{ end }}

と

with は if ステートメントと似ていますが、if ステートメントとは異なり、dot を withwith の値を参照する
ように更新します。

{{ with .Alerts }}
There are {{ len . }} alert(s)
{{ else }}
There are no alerts
{{ end }}

可変

text/template の変数はテンプレート内で作成する必要があります。たとえば、$variableドットの現在の
値を使用してという変数を作成するには、次のように記述します。

{{ $variable := . }}

$variable範囲内で使用することもwith、dotの現在の値ではなく、変数が定義された時点のdotの値を参
照することになります。

たとえば、2{{ .Labels }} 番目の範囲を使用するテンプレートは作成できません。というのも、ここ
ではドットは現在のアラートではなく現在のラベルを指しているからです。

{{ range .Alerts }}
{{ range .Labels.SortedPairs }}
{{ .Name }} = {{ .Value }}
{{/* does not work because in the second range . is a label not an alert */}}
There are {{ len .Labels }}
{{ end }}
{{ end }}

これを修正するには、$alert最初の範囲で 2 番目の範囲の前に呼び出される変数を定義します。

{{ range .Alerts }}
{{ $alert := . }}
{{ range .Labels.SortedPairs }}
{{ .Name }} = {{ .Value }}
{{/* works because $alert refers to the value of dot inside the first range */}}
There are {{ len $alert.Labels }}
{{ end }}
{{ end }}

範囲とインデックス

範囲の開始時にインデックス変数と値変数を定義することで、範囲内の各アラートのインデックスを取得
できます。
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{{ $num_alerts := len .Alerts }}
{{ range $index, $alert := .Alerts }}
This is alert {{ $index }} out of {{ $num_alerts }}
{{ end }}

テンプレートを定義

defineとを二重引用符で囲んだテンプレート名を使用して、他のテンプレート
内で使用できるテンプレートを定義できます。、、などのデフォルトテンプレー
トを含め、他のテンプレートと同じ名前のテンプレートを定義しないでくださ
いdefault.message。__subject__text_values_list__text_alert_listdefault.titleテ
ンプレートがデフォルトテンプレートと同じ名前で作成されている場合、または別の通知テンプレート
内のテンプレートが作成されている場合、Grafana はどちらかのテンプレートを使用する場合がありま
す。Grafana は、同じ名前のテンプレートが複数ある場合に、防止したりエラーメッセージを表示したり
しません。

{{ define "print_labels" }}
{{ end }}

埋め込みテンプレート

定義済みのテンプレートをテンプレート内に埋め込むにはtemplate、テンプレート名を二重引用符で囲
み、テンプレートに渡すカーソルを使用します。

{{ template "print_labels" . }}

データをテンプレートに渡す

テンプレート内のドットは、テンプレートに渡される値を示します。

たとえば、テンプレートに起動中のアラートのリストが渡された場合、ドットはその起動中のアラートの
リストを指します。

{{ template "print_alerts" .Alerts }}

テンプレートにアラート用のソートされたラベルが渡された場合、ドットはソートされたラベルのリスト
を指します。

{{ template "print_labels" .SortedLabels }}

これは、再利用可能なテンプレートを作成する場合に便利です。たとえば、すべてのアラートを印刷する
には、次のように記述します。

{{ template "print_alerts" .Alerts }}

次に、起動中のアラートだけを出力するには、次のように書くことができます。

{{ template "print_alerts" .Alerts.Firing }}

.Alerts.Alerts.Firingとは両方ともアラートのリストなので、これがうまくいきます。

{{ define "print_alerts" }}
{{ range . }}
{{ template "print_labels" .SortedLabels }}
{{ end }}
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{{ end }}

コメント

{{/*およびを使用してコメントを追加できます*/}}。

{{/* This is a comment */}}

コメントに改行が追加されないようにするには、次のようにします。

{{- /* This is a comment with no leading or trailing line breaks */ -}}

インデンテーション

タブとスペースの両方のインデント、および改行を使用して、テンプレートを読みやすくすることができ
ます。

{{ range .Alerts }} 
  {{ range .Labels.SortedPairs }} 
    {{ .Name }} = {{ .Value }} 
  {{ end }}
{{ end }}

ただし、テンプレートのインデントはテキストにも表示されます。次に、それを削除する方法を見ていき
ます。

スペースと改行を削除する

テキスト/テンプレートで使用したり{{-、-}}先頭と末尾のスペースや改行を削除したりします。

たとえば、インデントと改行を使用してテンプレートを読みやすくする場合、

{{ range .Alerts }} 
  {{ range .Labels.SortedPairs }} 
    {{ .Name }} = {{ .Value }} 
  {{ end }}
{{ end }}

インデントと改行はテキストにも表示されます。

    alertname = "Test" 

    grafana_folder = "Test alerts"

}}テキストからインデントと改行を削除して、-}}各範囲の先頭にあるように変更できます。

{{ range .Alerts -}} 
  {{ range .Labels.SortedPairs -}} 
    {{ .Name }} = {{ .Value }} 
  {{ end }}
{{ end }}

テンプレートのインデントと改行がテキストに表示されなくなりました。

alertname = "Test"
grafana_folder = "Test alerts"
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通知テンプレートの作成

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

再利用可能な通知テンプレートを作成して、連絡先に送信します。

通知テンプレートには 1 つ以上のテンプレートを追加できます。

通知テンプレートの名前は一意である必要があります。同じ通知テンプレートまたは
異なる通知テンプレートに、同じ名前のテンプレートを 2 つ含めることはできませ
ん。、、、など、デフォルトテンプレートと同じ名前のテンプレートを定義しないでくださ
いdefault.message。__subject__text_values_list__text_alert_listdefault.title

連絡先タブでは、通知テンプレートのリストを見ることができます。

通知テンプレートの作成

通知テンプレートを作成するには

1. [テンプレートを追加] をクリックします。
2. 通知テンプレートの名前 (など) を選択しますemail.subject。
3. テンプレートの内容をコンテンツフィールドに記入します。

例:

{{ if .Alerts.Firing -}} 
   {{ len .Alerts.Firing }} firing alerts 
   {{ end }} 
   {{ if .Alerts.Resolved -}} 
   {{ len .Alerts.Resolved }} resolved alerts 
   {{ end }}

4. [Save] (保存) をクリックします。

{{ define "email.subject" }}（email.subjectはテンプレートの名前）。コンテンツの最初
と最後に自動的に追加されます。{{ end }}

複数のテンプレートを含む通知テンプレートを作成するには：

1. [テンプレートを追加] をクリックします。
2. 通知テンプレート全体の名前を入力します。例えば、email。
3. [コンテンツ] フィールドに、{{ define "name-of-template" }}{{ end }}各テンプレー

トの最初と最後を含め、各テンプレートを入力します。通知テンプレートの各テンプレートに
は、email.subjectまたはなどのわかりやすい名前を使用できますemail.message。この場合、上
記で入力した通知テンプレートの名前を再使用しないでください。

以下のセクションでは、作成できるテンプレートの詳細な例を示します。
4. [Save] (保存) をクリックします。

メールの件名のテンプレートの作成

次の例のように、送信されたアラートと解決されたアラートの数を含む電子メールの件名のテンプレート
を作成します。
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1 firing alerts, 0 resolved alerts

メールの件名のテンプレートを作成するには

1. email.subject次の内容を含むというテンプレートを作成します。

{{ define "email.subject" }}
{{ len .Alerts.Firing }} firing alerts, {{ len .Alerts.Resolved }} resolved alerts
{{ end }}

2. 連絡先統合を作成するときには、templateこのテンプレートをキーワードとともに「件名」フィー
ルドに入力してください。

{{ template "email.subject" . }}

メールのメッセージ用テンプレートの作成

次の例のように、すべての発生したアラートと解決されたアラートの概要を含むメールのメッセージ用の
テンプレートを作成します。

There are 2 firing alerts, and 1 resolved alerts

Firing alerts:

- alertname=Test 1 grafana_folder=GrafanaCloud has value(s) B=1
- alertname=Test 2 grafana_folder=GrafanaCloud has value(s) B=2

Resolved alerts:

- alertname=Test 3 grafana_folder=GrafanaCloud has value(s) B=0

メールのメッセージ用のテンプレートを作成するには

1. コンテンツに 2 つのテンプレート（email.message_alertと）emailを含むという通知テンプレー
トを作成しますemail.message。

email.message_alertテンプレートには電子メールの構造が含まれています
が、email.messageテンプレートには送信されたアラートと解決されたアラートのラベルと値が印
刷されます。

{{- define "email.message_alert" -}}
{{- range .Labels.SortedPairs }}{{ .Name }}={{ .Value }} {{ end }} has value(s)
{{- range $k, $v := .Values }} {{ $k }}={{ $v }}{{ end }}
{{- end -}}

{{ define "email.message" }}
There are {{ len .Alerts.Firing }} firing alerts, and {{ len .Alerts.Resolved }} 
 resolved alerts

{{ if .Alerts.Firing -}}
Firing alerts:
{{- range .Alerts.Firing }}
- {{ template "email.message_alert" . }}
{{- end }}
{{- end }}

{{ if .Alerts.Resolved -}}
Resolved alerts:
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{{- range .Alerts.Resolved }}
- {{ template "email.message_alert" . }}
{{- end }}
{{- end }}

{{ end }}

2. 連絡先統合を作成するときには、templateこのテンプレートをキーワードと一緒にテキスト本文
フィールドに入力してください。

{{ template "email.message" . }}

Slack メッセージのタイトルのテンプレートの作成

次の例のように、発生したアラートと解決されたアラートの数を含む Slack メッセージのタイトルのテン
プレートを作成します。

1 firing alerts, 0 resolved alerts

Slack メッセージのタイトルのテンプレートを作成するには

1. slack.title次の内容を含むというテンプレートを作成します。

{{ define "slack.title" }}
{{ len .Alerts.Firing }} firing alerts, {{ len .Alerts.Resolved }} resolved alerts
{{ end }}

2. 連絡先統合を作成するときは、templateテンプレートをキーワードのタイトルフィールドに入力し
て使用してください。

{{ template "slack.title" . }}

Slack メッセージの内容のテンプレートの作成

Slack メッセージの内容用のテンプレートを作成します。テンプレートには、発生したアラートと解決さ
れたすべてのアラートの説明 (ラベル、注釈、ダッシュボード URL など) が含まれます。

1 firing alerts:

[firing] Test1
Labels:
- alertname: Test1
- grafana_folder: GrafanaCloud
Annotations:
- description: This is a test alert
Go to dashboard: https://example.com/d/dlhdLqF4z?orgId=1

1 resolved alerts:

[firing] Test2
Labels:
- alertname: Test2
- grafana_folder: GrafanaCloud
Annotations:
- description: This is another test alert
Go to dashboard: https://example.com/d/dlhdLqF4z?orgId=1
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Slack メッセージの内容のテンプレートを作成するには

1. コンテンツに 2 つのテンプレート (slack.print_alertと)slack を含むというテンプレートを作成
しますslack.message。

slack.print_alertテンプレートはラベル、注釈、ダッシュボードURLの印刷に使用さ
れ、slack.messageテンプレートには通知の構造が含まれています。

{{ define "slack.print_alert" -}}
[{{.Status}}] {{ .Labels.alertname }}
Labels:
{{ range .Labels.SortedPairs -}}
- {{ .Name }}: {{ .Value }}
{{ end -}}
{{ if .Annotations -}}
Annotations:
{{ range .Annotations.SortedPairs -}}
- {{ .Name }}: {{ .Value }}
{{ end -}}
{{ end -}}
{{ if .DashboardURL -}} 
  Go to dashboard: {{ .DashboardURL }}
{{- end }}
{{- end }}

{{ define "slack.message" -}}
{{ if .Alerts.Firing -}}
{{ len .Alerts.Firing }} firing alerts:
{{ range .Alerts.Firing }}
{{ template "slack.print_alert" . }}
{{ end -}}
{{ end }}
{{ if .Alerts.Resolved -}}
{{ len .Alerts.Resolved }} resolved alerts:
{{ range .Alerts.Resolved }}
{{ template "slack.print_alert" .}}
{{ end -}}
{{ end }}
{{- end }}

2. 連絡先統合を作成するときには、templateこのテンプレートをキーワードと一緒にテキスト本文
フィールドに入力してください。

{{ template "slack.message" . }}

共有テンプレートでメールと Slack の両方をテンプレート化

メールや Slack など、連絡先ごとに個別の通知テンプレートを作成する代わりに、同じテンプレートを共
有できます。

たとえば、この件名のメールとこのタイトルのSlackメッセージを送信する場合は1 firing alerts, 0 
resolved alerts、共有テンプレートを作成できます。

共有テンプレートを作成するには

1. common.subject_title次の内容を含むというテンプレートを作成します。

{{ define "common.subject_title" }}
{{ len .Alerts.Firing }} firing alerts, {{ len .Alerts.Resolved }} resolved alerts
{{ end }}
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2. メールの場合は、メールコンタクトポイントインテグレーションの件名フィールドからテンプレート
を実行します。

{{ template "common.subject_title" . }}

3. Slack の場合は、Slack コンタクトポイントインテグレーションのタイトルフィールドからテンプレー
トを実行します。

{{ template "common.subject_title" . }}

通知テンプレートの使用

連絡先のテンプレートを使用して通知をカスタマイズします。

連絡先を作成するときにテンプレートを使用するには

1. [アラート] メニューから [連絡先] を選択すると、既存の連絡先のリストが表示されます。
2. [連絡先を追加] を選択します。または、編集する連絡先の横にある編集アイコン（ペン）を選択し

て、既存の連絡先を編集することもできます。
3. メッセージや件名など、使用するテンプレートを1つ以上のフィールドに入力します。テンプレートを

入力するには、フォームを使用し{{ template "template_name" . }}、template_name は使
用したいテンプレートの名前に置き換えます。

4. 「連絡先を保存」をクリックします。

テンプレートリファレンス

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

このセクションでは、テンプレートを作成するための参考情報を提供します。

テンプレートデータ

次のデータがメッセージテンプレートに渡されます。

名前 型 メモ

Receiver string 通知の送信先の連絡先の名前。

Status string 少なくとも 1 つのアラートが発
生している場合は起動し、それ
以外の場合は解決されます。

Alerts アラート この通知に含まれるアラートオ
ブジェクトのリスト (下記参照)。

GroupLabels KeyValue これらのアラートはラベルでグ
ループ化されました。

CommonLabels KeyValue この通知に含まれるすべてのア
ラートに共通のラベル。

CommonAnnotations KeyValue この通知に含まれるすべてのア
ラートに共通する注釈。
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名前 型 メモ

ExternalURL string 通知を送信した Grafana への
バックリンク。外部アラートマ
ネージャーを使用している場合
は、このアラートマネージャー
へのリンクに戻ってください。

Alertsこのタイプには、返されるアラートをフィルタリングするための2つの関数が公開されています。

• Alerts.Firing— 起動中のアラートのリストを返します。
• Alerts.Resolved— 解決されたアラートのリストを返します。

アラート (タイプ)

アラートタイプには、以下のデータが含まれます。

名前 型 メモ

ステータス string firing-または-resolved

Labels KeyValue アラートに添付されたラベルの
セット。

注釈 KeyValue アラートに添付された注釈の
セット。

値 KeyValue クラシック条件を含むすべての
式の値

StartsAt タイム・タイム アラートが起動し始めた時刻。

EndsAt タイム・タイム アラートの終了時刻がわかって
いる場合にのみ設定されます。
それ以外の場合は、最後にア
ラートを受信してからの、設定
可能なタイムアウト期間に設定
されます。

ジェネレーター URL string Grafana または外部のアラートマ
ネージャーへのバックリンク。

サイレンス URL string アラートを消音するためのリ
ンク (このアラートのラベル
があらかじめ入力されていま
す)。Grafana マネージドアラー
トのみ。

ダッシュボード URL string アラートルールが Grafana ダッ
シュボードに属している場合
は、Grafana ダッシュボードにリ
ンクします。Grafana マネージド
アラートのみ。

パネル URL string アラートルールがグラファナ
ダッシュボードパネルに属し
ている場合は、grafana ダッ
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名前 型 メモ
シュボードパネルにリンクしま
す。Grafana マネージドアラート
のみ。

フィンガープリント string アラートの識別に使用できる
フィンガープリント。

ValueString string アラート内の各簡約表現のラベ
ルと値を含む文字列。

 ExtendedData

ExtendedData オブジェクトには、以下のプロパティが含まれています。

名前 Kind 説明 例

レシーバー string 通知を送信する連絡先
の名前。

{{ .Receiver }}

ステータス string ステータスはfiring 
if at least 
one alert is 
firing, otherwise
resolved.

{{ .Status }}

アラート []Alert この通知のすべての起
動済みアラートと解
決済みアラートのリス
ト。

There are 
{{ len .Alerts }} 
alerts

アラートの発生 []Alert この通知で発生してい
るすべてのアラートの
リスト。

There are 
{{ len .Alerts.Firing }} 
firing alerts

解決済みのアラート []Alert この通知のすべての解
決済みアラートのリス
ト。

There are 
{{ len .Alerts.Resolved }} 
resolved alerts

GroupLabels KeyValue これらのアラートをこ
の通知にまとめるラベ
ル。

{{ .GroupLabels }}

CommonLabels KeyValue この通知のすべてのア
ラートに共通するラベ
ル。

{{ .CommonLabels }}

CommonAnnotations KeyValue この通知のすべてのア
ラートに共通する注
釈。

{{ .CommonAnnotations }}

外部 URL string この通知を送信した 
Grafana ワークスペース
またはアラートマネー
ジャーへのリンク。

{{ .ExternalURL }}
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KeyValue タイプ

KeyValueタイプは、ラベルと注釈を表すキーと値の文字列ペアのセットです。

として保存されているデータに直接アクセスできるほかKeyValue、データをソート、削除、変換する方
法もあります。

名前 引数 戻り値 メモ 例

SortedPairs キーと値の文字列
ペアのソートリス
ト

{{ .Annotations.SortedPairs }}

[Remove] (削除) [] 文字列 KeyValue 指定されたキーを
含まないキー/バ
リューマップのコ
ピーを返します。

{{ .Annotations.Remove 
"summary" }}

名前 [] 文字列 ラベル名のリスト {{ .Names }}

値 [] 文字列 ラベル値のリスト {{ .Values }}

Time (時間)

time時間はGoパッケージからです。時間はさまざまな形式で印刷できます。たとえば、アラートが発生
した時刻をこの形式で出力するにはMonday, 1st January 2022 at 10:00AM、次のテンプレートを
記述します。

{{ .StartsAt.Format "Monday, 2 January 2006 at 3:04PM" }}

Go の時間形式のリファレンスを参照してください。

テンプレート機能

テンプレート関数を使用すると、ラベルや注釈を処理して動的な通知を生成できます。以下の機能を使用
できます。

名前 引数の型 戻り型 説明

humanize 数値または文字列 string メトリックプレフィッ
クスを使用して、数値
を読みやすい形式に変
換します。

humanize1024 数値または文字列 string ヒューマナイズと同様
ですが、1000 ではなく 
1024 を基数として使用
します。

humanizeDuration 数値または文字列 string 秒単位の継続時間をよ
り読みやすい形式に変
換します。

humanizePercentage 数値または文字列 string 比率値を 100 の分数に
変換します。
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名前 引数の型 戻り型 説明

humanizeTimestamp 数値または文字列 string 秒単位の Unix タイムス
タンプをより読みやす
い形式に変換します。

title string string strings.title、各単語の最
初の文字を大文字にし
ます。

toUpper string string ひも。 ToUpper、すべ
ての文字を大文字に変
換します。

toLower string string ひも。 ToLower、すべ
ての文字を小文字に変
換します。

match パターン、テキスト ブール値 正規表現。 MatchString 
アンカリングされてい
ない正規表現が一致す
るかどうかをテストし
ます。

reReplaceAll パターン、置換、テキ
スト

string 正規表現。 
ReplaceAllString 正規
表現による置換、アン
カーなし。

graphLink 文字
列-exprdatasource
およびフィールドを含
む JSON オブジェクト

string 指定された式とデータ
ソースのExploreのグラ
フィカルビューへのパ
スを返します。

tableLink 文字
列-exprdatasource
およびフィールドを含
む JSON オブジェクト

string 指定された式とデータ
ソースのExploreの表形
式ビューへのパスを返
します。

args [] インターフェイス {} マップ [文字列] イン
ターフェイス {}

オブジェクトのリスト
を、arg0、arg1 などの
キーを含むマップに変
換します。この関数を
使用して、複数の引数
をテンプレートに渡し
ます。

externalURL 何もない string 外部 URL を表す文字列
を返します。

pathPrefix 何もない string 外部 URL のパスを返し
ます。

次の表に、各関数の使用例を示します。
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関数 TemplateString 入力 Expected

人間化する {人間化 $価値} 1234567.0 1.235

ヒューマナイズ 1024 {ヒューマナイズ1024 
$バリュー}

1048576.0 1マイル

ヒューマナイズド・
デュレーション

{人間化期間 $価値} 899.99 14m 59s

ヒューマナイズパーセ
ンテージ

{ヒューマナイズパーセ
ンテージ $価値}

0.1234567 12.35%

ヒューマナイズタイム
スタンプ

{ヒューマナイズタイム
スタンプ $値}

1435065584.128 2015-06-23 
13:19:44 .128 +0000 
UTC

title {$値 | タイトル} Aa B C Aa Bb Cc

toUpper {$バリュー | ToUpper} Aa B C AA BBC

toLower {$値 | toLower する} Aa B C AA BBC

一致 {「a+」$labels.instance 
と一致}

aa true

reReplaceAll {{ reReplaceAll 「ロー
カルホスト:(.*)」
「my.domain: $1" 
$labels.instance}}

ローカルホスト:3000 私のドメイン:3000

GraphLink {{GraphLink「{\" expr
\」:\ "up\」,\ "デー
タソース\」:\ "gdev-
prometheus\"}」}

/探索? left= ["now-1h」,
「now」,「gdev-
prometheus」, {"デー
タソース」:「gdev-
prometheus」,「expr」:
「up」,「instant」: 
false,「range」: true}]

テーブルリンク {{TableLink「{\" expr\」:
\ "up\」,\ "データソース
\」:\ "gdev-prometheus
\"}」}

/探索? left= ["now-1h」,
「now」,「gdev-
prometheus」, {"デー
タソース」:「gdev-
prometheus」,「expr」:
「up」,「instant」: true,
「range」: false}]

args {{「x"}} {{.arg0}} {{.arg1}} 
{{end}} {{テンプレート
「x」(引数 1「2")}}

1 2

外部 URL {外部 URL} http://localhost/path/
prefix

パスプレフィックス {パスプレフィックス} /パス/プレフィックス
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Prometheus データソースのサイレンシングアラート通知

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

外部のアラートマネージャーデータソース (Amazon マネージドサービス for Prometheus を含む) の場
合、アラート通知をサイレントモードに設定して非表示にできます。サイレンスは通知の作成を停止する
だけです。サイレンスしてもアラートルールの評価は妨げられず、アラートインスタンスがユーザーイン
ターフェイスに表示されなくなります。アラートを非表示にする場合は、そのアラートを抑制する時間枠
を指定します。

外部の Alertmanager データソースにはサイレンスを設定できます。

Note

アラート通知を一定間隔で非表示にしたり、他のデータソース (定期的なメンテナンス期間中な
ど) に通知されないようにするには、ミュートタイミング (p. 455)サイレンスではなくサイレン
スを使用してください。

サイレンスを追加するには

1. Grafana コンソールの Grafana メニューで、アラート (ベル) アイコンを選択してアラートページを開
きます。

2. 「Silences」を選択すると、既存のページが一覧表示されます連絡先の使用 (p. 435)。
3. アラートマネージャードロップダウンから外部アラートマネージャーを選択します。
4. 「サイレンスを追加」を選択します。
5. [サイレンスの開始] と [終了] で開始日と終了日を選択し、サイレンスを有効にするタイミングと終了

するタイミングを指定します。

終了時間を設定する代わりに、「継続時間」でサイレンスを強制する時間を指定します。これによ
り、「サイレンスの開始」フィールドと「終了」フィールドの終了時間が自動的に更新されます。

6. 「名前」フィールドと「値」フィールドに、一致するラベルを 1 つ以上入力します。どのルールに
サイレンスが適用されるかは、マッチャーが決定します。ラベルマッチングについては、次の手順に
従って詳しく説明します。

7. オプションで、コメントを追加するか、作成者を変更してサイレンスの所有者を設定します。
8. 「作成」を選択してサイレンスを作成します。

編集アイコン (ペン) を選択すると、既存のサイレンスを編集できます。

アラート抑制のためのラベルマッチング

サイレンスを作成すると、そのサイレンスの一部として一致するラベルのセットが作成されます。これ
は、アラートを抑制するために一致する必要があるラベルに関する一連のルールです。一致するラベルは
次の 3 つの部分で構成されます。

• [ラベル] — 一致するラベルの名前。アラートのラベル名と完全に一致する必要があります。
• 演算子 — ラベル値を一致するラベル値と比較するために使用される演算子。利用できる演算子は次のと

おりです。
• =指定した文字列と値が完全に一致するラベルを選択します。
• !=値が指定された文字列と一致しないラベルを選択してください。
• =~指定された文字列の正規表現で解釈された値と一致する値を持つラベルを選択します (提供された

文字列は正規表現として解釈されます)。
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• !=指定された正規表現と一致しないラベルを選択してください。
• 値 — ラベル値と一致する値。選択した演算子に応じて、文字列または正規表現として照合できます。

サイレンスは指定された終了日に終了しますが、いつでも手動で非表示を解除できます。

サイレンスを手動で終了するには

1. 「アラート」ページで「サイレンス」を選択すると、既存のサイレンスのリストが表示されます。
2. 終了させたいサイレンスを選択し、「無音解除」を選択します。これでアラート抑制は終了します。

Note

サイレンシングを解除すると、終了時刻が現在の時刻に設定されているかのように、アラー
ト抑制が終了します。(自動または手動で) 終了したサイレンスは 5 日間保持され、一覧に表
示されます。リストからサイレンスを手動で削除することはできません。

サイレンス作成フォームへのリンクの作成

詳細を既に入力したサイレンス作成フォームの URL を作成できます。オペレーターはこれを使用して、運
用中のイベント中にアラームをすばやく抑制できます。

サイレンスフォームへのリンクを作成するときは、matchersクエリパラメータを使用して一致するラベ
ルを指定し、commentクエリパラメータを使用してコメントを指定します。matchersパラメータには、
カンマで区切られた 1[label][operator][value] つ以上の値をフォームに入力する必要があります。

URL の例

サイレンスフォームにリンクするには、severity=criticalラベルが一致しcluster!
~europe-.*Silencing critical EU alerts、コメントには次のような URL を使用しま
す。mygrafana を Grafana インスタンスのホスト名に置き換えてください。

https://mygrafana/alerting/silence/new?matchers=severity%3Dcritical%2Ccluster!~europe-
*&comment=Silence%20critical%20EU%20alert

外部の Alertmanager の新しいサイレンスページにリンクするには、Alertmanagealertmanager データ
ソース名のクエリパラメータ（例:）を追加しますalertmanager=myAlertmanagerdatasource。

ミュートタイミング

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

ミュートタイミングとは、ポリシーに関する新しい通知が生成または送信されない繰り返しの間隔です。
これらを使用すると、定期的なメンテナンス期間など、特定の期間にアラートが繰り返し発生するのを防
ぐことができます。

サイレンスと同様に、ミュートのタイミングでもアラートルールの評価が妨げられることはなく、アラー
トインスタンスがユーザーインターフェイスに表示されなくなることもありません。通知が作成されない
ようにするだけです。

Grafana が管理するミュートタイミングと外部の Alertmanager データソースのミュートタイミングを設定
できます。
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ミュートのタイミングとサイレンスの比較

次の表は、ミュートのタイミングとサイレンスの違いを示しています。

ミュートタイミング サイレンス

繰り返し発生する可能性のある時間間隔の定義を
使用します。

開始時刻と終了時刻は固定されています。

が作成され、通知ポリシーに追加されます。 ラベルを使用してアラートを照合し、通知を停止
するかどうかを決定します。

Grafana アラートと外部のアラートマネージャー
と連携します。

外部のアラートマネージャーでのみ機能します。

ミュートのタイミングを設定するには

1. Grafana コンソールの Grafana メニューで、アラート (ベル) アイコンを選択してアラートページを開
きます。

2. [通知ポリシー] を選択します。
3. アラートマネージャーのドロップダウンから、編集するアラートマネージャーを選択します。
4. 「ミュートタイミング」セクションで、「ミュートタイミングを追加」ボタンを選択します。
5. ミュートのタイミングを適用する時間間隔を選択します。
6. [Submit] を選択してミュートのタイミングを作成します。

通知ポリシーにミュートタイミングを追加するには

1. ミュートタイミングを追加したい通知ポリシーを選択し、[編集] ボタンを選択します。
2. 「ミュートタイミング」ドロップダウンから、ポリシーに追加したいミュートタイミングを選択しま

す。

「ポリシーを保存」ボタンを選択します。

時間間隔

時間間隔は、時間範囲の定義です。この間隔中にアラートが開始された場合、アラートは抑制されま
す。範囲は: (たとえば、monday:thursday) を使用してサポートされます。ミュートタイミングには
複数の時間間隔を設定できます。時間間隔は複数のフィールド (詳細は次のリストを参照) で構成されま
す。アラートが表示されないようにするには、すべてのフィールドが一致する必要があります。たとえ
ば、monday:friday曜日と 8:00-9:00 の時間範囲を指定した場合、アラートは月曜日から金曜日の8時か
ら9時までは抑制されますが、たとえば土曜日の8時から9時までは抑制されません。

• 時間範囲 — 通知を非表示にする時間帯。開始時間と終了時間の 2 つのサブフィールドで構成されま
す。時間の例は14:30. 時刻は24時間表記で、UTCで表示されます。

• 曜日 — 曜日。1 日 (など)、範囲 (などmonday)monday:friday、またはカンマで区切られた日リスト 
(など) を指定できますmonday, tuesday, wednesday。

• 月 — 選択する月。たとえば、月を数値で指定したり、1月の名前をフルネームで指定した
り、january両方に 1 月を指定したりできます。1 か月、月の範囲、またはカンマで区切られた月のリ
ストを指定できます。

• その月の日付 — 1 か月以内の日付。値の範囲は1-31 です。負の値は日付を逆の順序で指定するた
め、-1月の最終日を表します。月の曜日は、1 日、日付の範囲、またはカンマで区切られた日付のリス
トとして指定できます。
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• 年—間隔の年または年。例えば、2023:2025。

これらの要素はそれぞれリストでもかまいません。一致するには、要素内の少なくとも 1 つの項目が
満たされている必要があります。したがって、年をに設定すると2023:2025, 2027、2023年、2024
年、2025年、2027年の間は有効になります（ただし、2026年には当てはまりません）。

フィールドを空白のままにすると、いつでもそのフィールドと一致します。時間間隔を完全に一致させる
には、ある瞬間がすべてのフィールドと一致する必要があります。

正確な期間を指定する場合は、その期間に必要なすべてのオプションを指定してください。たとえば、3 
月、6 月、9 月、12 月の第 1 月曜日の UTC の 12:00 から 24:00 までの時間間隔を作成する場合、時間間
隔は次のように指定できます。

• 時間範囲
• 開始時間:12:00
• 終了時間:24:00

• 曜日:monday
• 月:3, 6, 9, 12
• その月の日数:1:7

アラートグループによる表示とフィルタリング

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

アラートグループには、Alertmanager インスタンスからのアラートがグループ化されて表示されます。デ
フォルトでは、アラートルールは通知ポリシーのルートポリシーのラベルキーによってグループ化されま
す。共通のアラートルールを 1 つのアラートグループにグループ化すると、重複するアラートルールが実
行されるのを防ぐことができます。

アラートグループを表示したり、特定の条件に一致するアラートルールをフィルタリングしたりできま
す。

アラートグループを表示するには

1. Grafana メニューで、アラート（ベル）アイコンをクリックして、既存のアラートを一覧表示するア
ラートページを開きます。

2. [アラートグループ] をクリックして、既存のグループを一覧表示するページを開きます。
3. アラートマネージャーのドロップダウンから、データソースとして外部のアラートマネージャーを選

択します。
4. ドロップダウンによるカスタムグループから、ラベルの組み合わせを選択すると、デフォルト以外の

グループが表示されます。これは、通知ポリシーのグループ化をデバッグおよび検証するのに役立ち
ます。

アラートにルートポリシーのグループまたはカスタムグループのいずれにも指定されているラベルが含ま
れていない場合、アラートはヘッダーがのcatch オールグループに追加されますNo grouping。

ラベルで絞り込むには

• 検索に既存のラベルを入力すると、そのラベルに一致するアラートが表示されます。

例えば、environment=production,region=~US|EU,severity!=warning。
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州で絞り込むには

• 「状態」で、「アクティブ」、「抑制」、または「未処理」の状態を選択すると、選択した状態と一
致するアラートが表示されます。その他のアラートはすべて非表示です。

通知エラーの表示

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 8 での作業 (p. 458)。

通知エラーを表示して、送信に失敗した理由や受信されなかった理由を把握できます。

Note

この機能は Grafana アラートマネージャーでのみサポートされています。

通知エラーを表示するには

1. Grafana メニューで、アラート（ベル）アイコンをクリックして、既存のアラートを一覧表示するア
ラートページを開きます。

2. 連絡先を選択すると、既存の連絡先のリストが表示されます。

いずれかの連絡先に障害が発生すると、画面の右隅に、エラーがあることとその数を通知するメッ
セージが表示されます。

3. 連絡先をクリックすると、その連絡先のエラーの詳細が表示されます。

エラーアイコンにカーソルを合わせると、エラーの詳細が表示されます。

連絡先に複数のインテグレーションがある場合は、リストされているインテグレーションごとにすべ
てのエラーが表示されます。

4. 「Health」列で、通知のステータスを確認します。

「OK」、「試行なし」、「エラー」のいずれかになります。

Grafana バージョン 8 での作業
このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

Grafana ワークスペースを作成するときに、どのバージョンの Grafana を使用するかのオプションがあり
ます。以下のトピックでは、バージョン 8 の Grafana を使用する Grafana ワークスペースの使用について
説明します。

トピック
• パネル (p. 459)
• ダッシュボード (p. 519)
• 探索 (p. 537)
• Linking (リンク中) (p. 544)
• テンプレートと変数 (p. 549)
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• Grafana アラート (p. 566)

パネル
このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

パネルは Grafana サーバーの基本的なビジュアライゼーションビルディングブロックです。パネルは、い
くつかの特殊用途のパネルを除いて、1 つ以上のクエリを視覚的に表現したものです。クエリには、時間
の経過に伴うデータが表示されます。これは、温度変動から現在のサーバーステータス、ログや警告のリ
ストまで多岐にわたります。

各パネルには、パネルで選択したデータソース固有のクエリエディターがあります。クエリエディターで
は、ビジュアライゼーションを抽出してパネルに表示できます。

データを表示するには、ワークスペースに少なくとも 1 つのデータソースを追加する必要があります。
データソースの詳細については、「」を参照してくださいデータソース (p. 55)。

各パネルには、さまざまなスタイルとフォーマットのオプションがあります。パネルはドラッグ、再配
置、サイズ変更できます。

トピック
• パネルを追加または編集する (p. 459)
• パネルの削除 (p. 460)
• クエリ (p. 460)
• 記録されたクエリ (p. 463)
• トランスフォーメーション (p. 465)
• フィールドオプションとオーバーライド (p. 473)
• パネルエディタ (p. 479)
• ライブラリパネル (p. 480)
• ビジュアライゼーション (p. 483)

パネルを追加または編集する

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

パネルを使用してデータを視覚的に表示できます。このトピックでは、パネルを作成する基本的な手順を
説明します。

パネルをダッシュボードに追加するには

1. パネルを追加するダッシュボードを選択します。
2. 「追加」パネルアイコンを選択します。
3. [新しいパネルを追加] を選択します。

Grafana ワークスペースは、デフォルトデータソースが選択された状態で空のグラフパネルを作成し
ます。
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4. 必須ではありませんが、わかりやすいタイトルと説明をパネルに追加することをお勧めします。オプ
ションで、いずれかのフィールドで定義した変数を使用できますが、グローバル変数は使用できませ
ん。詳細については、「テンプレートと変数 (p. 549)」を参照してください。

• パネルタイトル — このフィールドに入力されたテキストは、パネルエディターとダッシュボードの
パネル上部に表示されます。

• 説明 — このフィールドに入力されたテキストは、パネルの左上隅にあるツールチップに表示されま
す。パネルと表示するデータの説明を記入してください。

5. パネル用のクエリを記述します。ビジュアライゼーションを表示するには、各パネルに少なくとも 1 
つのクエリが必要です。クエリーはパネルエディターの「クエリ」タブで記述します。詳細について
は、「クエリ (p. 460)」を参照してください。

a. データソースを選択します。[クエリ] タブの 1 行目で、ドロップダウンリストを選択すると、
使用可能なすべてのデータソースが表示されます。このリストには、追加したすべてのデー
タソースが含まれます。データソースの詳細については、「」を参照してくださいデータソー
ス (p. 55)。

b. データソースのクエリ言語でクエリを作成または作成します。オプションは異なります。特定の
ガイドラインについては、特定のデータソースのドキュメントを参照してください。

6. 「パネル」タブの「ビジュアライゼーション」セクションで、ビジュアライゼーションタイプを選択
します。Grafana ワークスペースには、そのビジュアライゼーションが適用されたクエリ結果のプレ
ビューが表示されます。

7. [保存] を選択する前に、変更内容を説明するメモを追加することをお勧めします。メモは、ダッシュ
ボードを以前のバージョンに戻す必要がある場合に役立ちます。

8. ダッシュボードを保存するには、画面の右上の [保存] をクリックします。

パネルの削除

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

Grafana でパネルを削除するには、次のステップを実行します。

• パネルタイトルの横にあるドロップダウンを選択し、[パネルを削除] を選択します。

or

• ポインターをパネル上に置き、キーボードショートカットシーケンス「p r」を使用します。

クエリ

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

Grafana ワークスペースパネルは、クエリを使用してデータソースと通信し、ビジュアライゼーション用
のデータを取得します。クエリは、データソースが使用するクエリ言語で記述された質問です。クエリが
適切に作成されていれば、データソースが応答します。パネルのデータソースオプションでは、クエリを
データソースに送信する頻度と収集するデータポイントの数を調整できます。

Grafana ワークスペースは、パネルあたり最大 26 のクエリをサポートします。
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クエリエディタ-クエリ

クエリエディターは、クエリの作成に役立つフォームです。データソースによっては、クエリエディター
が自動補完、指標名、または変数候補を提供する場合があります。

クエリ言語の違いにより、データソースのクエリエディターの外観が異なる場合があります。

クエリ構文

データソースには、データを要求するためのさまざまなクエリ言語と構文があります。これらはその 2 つ
のクエリ例です。

PostgreSQL

SELECT hostname FROM host WHERE region IN($region)

PromQL

query_result(max_over_time(<metric>[${__range_s}s]) != <state>)

データソースのクエリを作成する方法の詳細については、そのデータソースのドキュメントを参照してく
ださい。データソースはに記載されていますデータソース (p. 55)。

クエリタブの UI タブの UI

[クエリー] タブは、次ので設定されています。

• データソースセレクター
• クエリオプション
• クエリインスペクターボタン
• クエリエディタエディタリスト

データソースセレクター

データソースセレクターはドロップダウンリストです。これを選択して、追加したデータソースを選択し
ます。パネルを作成すると、Amazon マネージド Grafana はデフォルトのデータソースを自動的に選択し
ます。データソースの詳細については、「」を参照してくださいデータソース (p. 55)。

Grafana ワークスペースで設定したデータソースに加えて、3 つの特別なデータソースを使用できます。

• TestDataDB — ランダムウォークデータを生成する組み込みデータソース。Grafana データソースは、
ビジュアライゼーションのテストや実験の実行に役立ちます。

• Mixed — 同じパネル内の複数のデータソースをクエリするためのデータソース。このデータソースを選
択すると、追加する新しいクエリごとにデータソースを選択できます。
• 最初のクエリでは、「Mixed」を選択する前に選択したデータソースを使用します。
• 既存のクエリを Mixed データソースを使用するように変更することはできません。

• ダッシュボード —同じダッシュボードの別のパネルの結果セットを使用するためのデータソース。

クエリオプション

選択したデータソースの設定を確認するには、データソースセレクターの横にある [クエリオプション] を
選択します。ここで行った変更は、このパネルで行ったクエリにのみ影響します。
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Amazon マネージド Grafana は、ダークグレーのテキストで表示されるデフォルトを設定します。変更は
白いテキストで表示されます。フィールドをデフォルト設定に戻すには、フィールドから白いテキストを
削除します。

次のパネルデータソースクエリオプションを設定できます。

• 最大データポイント — データソースがサポートしている場合、返される各シリーズのデータポイント
の最大数を設定します。クエリが最大データポイント設定よりも多くのデータポイントを返す場合、
データソースはそれらを統合します (平均値、最大値、またはその他の関数でそれらを集計することに
より、返されるポイントの数を減らします)。

ポイント数を制限する主な理由は2つあります。パフォーマンスとラインのスムージングです。デフォル
ト値はグラフの幅 (またはピクセル数) です。これにより、グラフパネルに表示できるよりも多くのデー
タポイントが表示されなくなります。

ストリーミングデータでは、最大データポイントの値がローリングバッファに使用されます。(ストリー
ミングはデータの連続フローであり、バッファリングはストリームをチャンクに分割する方法です)。

• 最小間隔 — 自動的に計算される間隔の最小限を設定します。通常は最小スクレイプ間隔です。データポ
イントが 15 秒ごとに保存される場合は、それより短い間隔を設定する必要はありません。別の使用例
としては、スクレイプ間隔よりも高い最小値に設定して、より大まかなクエリで十分に機能するクエリ
を作成することです。

• 間隔 — データポイントを時間ごとに集約またはグループ化するときに使用できるタイムスパン。

Amazon Managed Grafana は、テンプレート化されたクエリの変数として使用できる適切な間
隔を自動的に計算します。変数は秒単位:$__intervalまたはミリ秒単位:$__interval_msで
す。通常、sumaverageやなどの集計関数で使用されます。たとえば、これは間隔変数を使用する 
Prometheusrate(http_requests_total[$__interval]) クエリです。

この自動間隔は、グラフの幅に基づいて計算されます。ユーザーが頻繁にズームアウトすると、間隔が
長くなり、より粗い集計になります。ユーザーがズームインすると、間隔が短くなり、よりきめ細かな
集計が可能になります。

詳細については、「グローバル変数 (p. 558)」を参照してください。
• 相対時間 — 個々のパネルの相対時間範囲を上書きすると、ダッシュボードの右上隅にあるダッシュボー

ドのタイムピッカーで選択されているものと異なる場合があります。これにより、異なる期間または日
の指標を同じダッシュボードに表示できます。

• タイムシフト — 個々のパネルの時間範囲をオーバーライドするもう 1 つの方法を提供します。この機
能は相対的な時間範囲でのみ機能し、時間範囲を調整できます。

たとえば、パネルの時間範囲をダッシュボードのタイムピッカーよりも 2 時間早くシフトできます。詳
細については、「時間範囲コントロール (p. 527)」を参照してください。

• キャッシュタイムアウト — (このフィールドは、データソースで使用可能な場合にのみ表示されます。) 
時系列ストアにクエリキャッシュがある場合、デフォルトのキャッシュタイムアウトをオーバーライド
します。秒単位の数値として指定されます。

クエリインスペクターボタン

クエリインスペクターを選択すると、パネルインスペクターの「クエリ」タブを開くことができます。[ク
エリ] タブには、パネルから送信されたクエリリクエストと応答が表示されます。

[更新] を選択すると、このパネルからサーバーに送信されたリクエストの全文が表示されます。

Note

クエリインスペクターが結果を返すには、少なくとも 1 つのクエリを追加する必要があります。

パネルインスペクターの詳細については、「」を参照してくださいパネルを検査する (p. 516)。
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クエリエディタエディタリスト

UI では、クエリは折りたたみ可能なクエリ行にまとめられています。各クエリ行にはクエリエディターが
含まれており、文字 (A、B、C など) で識別されます。

パネル間でのクエリ結果の共有
Amazon Managed Grafana では、あるパネルのクエリ結果をダッシュボードの他のどのパネルにも使用で
きます。クエリ結果をパネル間で共有すると、データソースに対して実行されるクエリの数が減り、ダッ
シュボードのパフォーマンスが向上します。

ダッシュボードデータソースでは、結果を共有するクエリを含むダッシュボード内のパネルを選択できま
す。Amazon Managed Grafana は、パネルごとに個別のクエリを送信する代わりに 1 つのクエリを送信
し、他のパネルはそのクエリ結果を使用してビジュアライゼーションを構築します。

この方法により、たとえば、同じデータを視覚化する複数のパネルがある場合に、実行されるクエリの数
を大幅に減らすことができます。

データソースクエリを他のパネルと共有するには

1. ダッシュボードを作成します。ダッシュボードを作成します。詳細については、「ダッシュボードの
作成 (p. 50)」を参照してください。

2. パネルを追加します。パネルを追加します。詳細については、「パネルを追加または編集す
る (p. 459)」を参照してください。

3. Source panelタイトルをに変更します。このパネルを他のパネルのソースとして使用します。共有
する 1 つまたは複数のクエリを定義します。現時点で利用可能なデータソースがない場合は、テスト
に使用できるランダムな時系列を返す Grafana データソースを使用できます。

4. 2 つ目のパネルを追加し、クエリエディターでダッシュボードデータソースを選択します。
5. [パネルリストの結果を使用] で、作成した最初のパネルを選択します。

ソースパネルで定義されたすべてのクエリが新しいパネルで使用できるようになりました。ソースパネル
で行ったクエリは、複数のパネルで共有できます。

クエリが定義されているパネルに移動するには、そのクエリを選択します。

記録されたクエリ
記録されたクエリを使用して、設定された間隔でデータポイントのスナップショットを撮ることで、時間
の経過に伴う傾向を確認できます。これにより、過去の傾向を把握できます。

時系列を返さないプラグインの場合、履歴データをプロットすると便利な場合があります。たとえ
ば、ServiceNowリクエストの応答時間の履歴を確認するためにクエリを実行したいのに、 point-in-time 現
在のメトリックしか返せない場合があります。

記録されたクエリの仕組み
記録されたクエリは、バックエンドのデータソースプラグインでのみ機能します。詳細については、
「バックエンドデータソースプラグイン」を参照してください。次の 3 種類のクエリを記録できます。

• 1 つの行と列-1 つの行と列を返すクエリ。
• 行数-カウントすべき意味のある行を返すクエリ。
• 式-任意の式。エクスプレッションの作成と使用の詳細については、「エクスプレッション」を参照して

ください。

記録されたクエリを作成または有効にすると、すぐにスナップショットが作成され、設定された間
隔で引き続きスナップショットが作成されます。記録されたクエリは、無効になったり、削除された
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り、Grafana が実行されていないときにスナップショットの作成を停止します。データポイントは、記録
されたクエリを実行し、各結果をリモート書き込み対応のPrometheusインスタンスに転送することによ
り、バックエンドで収集されます。

Note

記録されたクエリを使用するには、Prometheus データソースを設定し、それをリモート書き込み
ターゲットに関連付ける必要があります。

記録クエリを作成する。

記録クエリを作成するには、以下のステップを実行します。

1. 編集パネルのダッシュボードに記録するクエリを検索または作成します。クエリは 1 つの行と列のみ
を返す必要があります。さらに多く返される場合でも、count オプションを使用して返された結果の
数を記録できます。クエリのデータソースはバックエンドデータソースでなければなりません。式を
使用して、時系列クエリのデータを集計できます。エクスプレッションの作成と使用の詳細について
は、「エクスプレッション」を参照してください。

2. クエリエディタエディタでクエリエディタでクエリエディタメニューを選択します。
3. 記録されたクエリ情報を入力します。特に明記されていない限り、すべてのフィールドは必須です。

• 名前-記録されたクエリの名前。
• 説明-（オプション）記録されたクエリを、記録されたクエリリストに表示したいとおりに記述しま

す。
• 間隔-スナップショットが取得される間隔。この間隔は、記録されたクエリを作成したときに始ま

り、記録されたクエリを一時停止または削除すると停止します。記録されたクエリの一時停止と削
除の詳細については、「記録されたクエリの管理」を参照してください。

• 範囲-クエリの相対的な時間範囲。30 m の範囲と 1 時間間隔を選択すると、クエリは過去 30 分の 1 
時間ごとにスナップショットを取得します。

• クエリ結果をカウントする-クエリから返された行をカウントする場合は、このオプションをオンに
切り替えます。このオプションがオフの場合、クエリは 1 つの値を含む 1 つの行を返す必要があり
ます。

4. 「記録されたクエリをテスト」ボタンを選択して、記録されたクエリをテストします。
5. [クエリの記録を開始] を選択します。

記録されたクエリの追加

記録された既存のクエリをダッシュボードのパネルに追加できます。記録されたクエリを追加するたび
に、Prometheus クエリが作成されますgenerated_recorded_query_name{id="generated_id", 
name="recorded query name"}。Prometheus から作成されたクエリは、記録されたすべてのクエリ
で収集されたスナップショットを返します。

1. 記録されたクエリを追加したいダッシュボードのパネルに移動します。
2. 「+ 記録されたクエリ」メニューを選択します。
3. 記録されたクエリをデータソースでフィルタリングする場合は、「データソースによるフィルター」ド

ロップダウンメニューからデータソースを選択します。
4. 記録したクエリの [追加] メニューを選択してパネルに追加します。

記録したクエリをパネルに追加すると、パネルデータソースは次のようになります-- Mixed --。記
録されたクエリは、Prometheus記録されたクエリ名と一致する名前ラベルが付いたクエリで表されま
す。Prometheus データソースの詳細については、「Prometheus」を参照してください。

記録されたクエリを追加した後に、Prometheus-- Mixed -- データソースではなくデータソースを含む
クエリが表示される場合は、Prometheus 記録されたクエリに対してリモート書き込みターゲットが設
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定されていない可能性があります。リモート書き込みポイントを設定するには、「リモート書き込みター
ゲット」を参照してください。

記録されたクエリを使用する
記録されたクエリを使用するには、クエリを作成してダッシュボードに追加します。その後、「記録され
たクエリ」タブの 「環境設定」で管理できます。

記録されたクエリ管理。
記録されたクエリは、環境設定の「記録されたクエリ」タブで一時停止またはアクティブ化および削除で
きます。記録されたクエリを削除すると、そのクエリは Grafana から削除されますが、Prometheus で収
集された情報は残ります。記録されたクエリを一時停止しても、再開するまで新しいデータポイントは収
集されません。

リモートライト・ターゲット。
リモート書き込みターゲットは、記録されたクエリデータポイントが書き込まれる Prometheus データ
ソースです。リモート書き込みが有効な Prometheus が必要で、この Prometheus 用のデータソースを作
成する必要があります。

リモート書き込みターゲットを編集するには、環境設定の「記録されたクエリ」タブのコンソールメ
ニューで「リモート書き込みターゲットの編集」を選択します。リモート書き込みが有効になっている
Prometheus データソースを選択し、リモート書き込みパスを入力します。

トランスフォーメーション
このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

変換は、ビジュアライゼーションに渡される前に結果セットを処理します。トランスフォーメーションに
は、Amazon マネージド Grafana パネルエディターの「トランスフォーム」タブからアクセスできます。

変換を使用して、フィールドの名前を変更したり、別々の時系列を結合したり、クエリ間で計算したりす
ることができます。ダッシュボードが大きい場合やクエリが重い場合は、あるパネルのクエリ結果を別の
パネルに再利用できると、パフォーマンスが大幅に向上します。

Note

変換の結果、データがグラフ化できない場合があります。その場合、Amazon マネージド 
Grafana はビジュアライゼーションに関する提案を表示します。提案を選択してテーブルビジュ
アライゼーションに切り替えます。これは多くの場合、トランスフォーメーションがデータにど
のような影響を与えているかをよりよく理解するのに役立ちます。

Amazon マネージド Grafana は、画面に表示されている順序で変換を適用します。変換するたびに新しい
結果セットが作成され、パイプラインの次の変換に渡されます。

順序によって、結果の見た目が大きく変わる可能性があります。たとえば、リデュース変換を使用して 1 
つの列のすべての結果を 1 つの値にまとめると、その 1 つの値にのみ変換を適用できます。

前提条件

変換を適用する前に、次のすべてが当てはまる必要があります。

• クエリを入力し、データソースからデータを返しました。クエリの詳細については、「」を参照してく
ださい。 (p. 460)

• 次のビジュアライゼーションのいずれかなど、クエリをサポートするビジュアライゼーションを適用し
ました。
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• バーゲージ:50
• Gauge
• グラフ
• ヒートマップ
• ログ
• Stat
• テーブル

変換を適用する

変換は、パネルエディターの下部ペインの「クエリ」タブの横にある「変換」タブから実行できます。

変換を適用するには

1. 変形を追加したいパネルで、パネルタイトルを選択し、「編集」 を選択します。
2. [Transform] (変換) タブを選択します。
3. 変換を選択します。

表示される変換行で、変換オプションを設定できます。
4. 別の変換を適用するには、「変換を追加」を選択します。次の変換は、前の変換によって返された結

果セットに適用されることに注意してください。

問題がある場合は、バグアイコンを選択して変換をデバッグしてください (p. 473)。

変換を削除するときは、ごみ箱のアイコンを選択します。

変換タイプとオプション

Grafana ワークスペースには、次の変換で設定されています。

トピック
• 削減 (p. 466)
• Merge (p. 467)
• 名前に基づいてフィルタリングする (p. 467)
• クエリによるデータのフィルタリング (p. 468)
• フィールドを整理 (p. 468)
• フィールドによる結合 (外部結合) (p. 468)
• 計算からフィールドを追加 (p. 468)
• フィールドへのラベル (p. 469)
• グループ別 (p. 228)
• グループ別 (p. 228)
• 系列～行を変換する (p. 471)
• 値を基準にデータを絞り込む (p. 472)
• 変換のデバッグ (p. 473)

削減

結果を1つの値に簡略化したい場合は、Reduce変換を適用してください。Reduceは基本的に時間の要素を
取り除きます。テーブルとして視覚化すると、列が 1 行 (値) に縮小されます。
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「計算」フィールドに、1 つ以上の計算タイプを入力します。選択すると、計算の選択肢のリストが表示
されます。利用可能な計算の詳細については、「」を参照してください計算リスト (p. 519)。

少なくとも 1 つの計算を選択すると、Amazon マネージド Grafana は選択した計算を使用して 1 つの値を
表示します。複数の計算を選択すると、複数の値が表示されます。

Merge

この変換を使用して、複数のクエリの結果を 1 つの結果に結合します。これは、テーブルパネルのビジュ
アライゼーションを使用するときに役立ちます。マージできる値は、同じ行に結合されます。共有フィー
ルドに同じデータが含まれている場合は、値をマージできます。

次の例では、2 つのクエリで設定されています。データは、変換を適用する前に 2 つの別々のテーブルと
して視覚化されます。

クエリ A

時間 Job アップタイム

2020 年 7 月 9 日:2020 年 7 月 9 
日日:2020 年 7 月

node 25260122

2020 年 7 月 9 日:2020 年 7 月 
20 日日:2020 年 7 月

死後 123001233

クエリB クエリー B

時間 Job エラー

2020 年 7 月 9 日:2020 年 7 月 9 
日日:2020 年 7 月

node 15

2020 年 7 月 9 日:2020 年 7 月 
20 日日:2020 年 7 月

死後 5

Merge 変換を適用した後の結果は次のとおりです。

時間 Job エラー アップタイム

2020 年 7 月 9 日:2020 
年 7 月 9 日日:2020 年 7 
月

node 15 25260122

2020 年 7 月 9 日:2020 
年 7 月 20 日日:2020 年 
7 月

死後 5 123001233

名前に基づいてフィルタリングする

この変換を使用して、クエリ結果の一部を削除します。

Amazon マネージド Grafana には、識別子フィールドが表示され、その後にクエリによって返された
フィールドが表示されます。

フィルターは、次の 2 つのいずれかに指定します。
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• 正規表現を入力します。
• フィールドを選択すると、そのフィールドのフィルタリングが切り替わります。フィルターされた

フィールドは濃い灰色のテキストで表示され、フィルターされていないフィールドは白いテキストで表
示されます。

クエリによるデータのフィルタリング

1 つ以上のクエリを非表示にしたい場合は、この変換を複数のクエリがあるパネルで使用してください。

Amazon マネージド Grafana は、クエリ識別文字を濃い灰色のテキストで表示します。フィルタリングを
切り替えるには、クエリ識別子を選択します。クエリレターが白の場合、結果が表示されます。クエリレ
ターが暗い場合、結果は非表示になります。

フィールドを整理

この変換を使用して、クエリによって返されるフィールドの名前を変更したり、並べ替えたり、非表示に
したりします。

Note

この変換は、クエリが 1 つのパネルでのみ機能します。パネルに複数のクエリがある場合
は、フィールドによる結合 (外部結合) 変換を適用するか、余分なクエリを削除する必要がありま
す。

Amazon マネージド Grafana には、クエリによって返されたフィールドのリストが表示されます。以下の
変更のいずれか、あるいはすべてを行うことができます。

• フィールド上にカーソルを置いてフィールドの順序を変更します。カーソルが手の形に変わり、フィー
ルドを新しい場所にドラッグできます。

• フィールドの表示/非表示を切り替えるには、フィールド名の横の目のアイコンを選択します。
• [名前変更] ボックスに新しい名前を入力して、フィールドの名前を変更します。

フィールドによる結合 (外部結合)

この変換を使用して、結果セットの複数の時系列をフィールドごとに結合します。

この変換は、クエリを組み合わせてフィールドの結果を計算できるようにする場合に便利です。

計算からフィールドを追加

この変換を使用して、他の 2 つのフィールドから計算された新しいフィールドを追加します。変換するた
びに、新しいフィールドを 1 つ追加できます。

• モード — モードを選択:
• 行を削減 — 選択した計算を、選択したフィールドの各行に個別に適用します。
• バイナリオプション — 選択した 2 つのフィールドの 1 行の値に基本的な数学演算 

(sum、multiplyなど) を適用します。
• フィールド名 — 新しいフィールドの計算に使用するフィールドの名前を選択します。
• 計算- Amazon マネージド Grafana が新しいフィールドを作成するときに使用する計算を選択します。

フィールドを選択すると、計算の選択肢のリストが表示されます。利用可能な計算の詳細については、
「」を参照してください計算リスト (p. 519)。

• エイリアス — (オプション) 新しいフィールドの名前を入力します。これを空白のままにすると、フィー
ルドには計算と一致する名前が付けられています。

• すべてのフィールドを置換 — (オプション) このオプションは、他のすべてのフィールドを非表示にし、
計算フィールドだけをビジュアライゼーションに表示する場合に使用します。
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フィールドへのラベル
Note

この変換を適用するには、クエリでラベル付きのフィールドを返す必要があります。

この変換を選択すると、Amazon Managed Grafana はラベル付けされたすべてのデータを自動的にフィー
ルドに変換します。

たとえば、2 つの時系列で設定されています。

1: ラベルサーバ = サーバ A、データセンター = EU 2: ラベルサーバ = サーバ B、データセンター = EU

この変換を実行すると、次のテーブルになります。

時間 サーバー Datacenter 値

2020 年 7 月 9 日:2020 
年 7 月 9 日日:2020 年 7 
月

サーバ A EU 1

2020 年 7 月 9 日:2020 
年 7 月 9 日日:2020 年 7 
月

サーバーB B B B EU 2

値フィールド名。Server値フィールド名として選択した場合、Serverラベルの値ごとに 1 つのフィール
ドが表示されます。

時間 Datacenter サーバ A サーバーB B B B

2020 年 7 月 9 日:2020 
年 7 月 9 日日:2020 年 7 
月

EU 1 2

グループ別

この変換は、設定したフィールドで各フレームをソートします。をチェックするとreverse、値は逆の順
序で返されます。

グループ別

この変換は、指定されたフィールド (列) の値でデータをグループ化し、各グループの計算を処理します。
使用できる計算は Reduce 変換の場合と同じです。

これは元のデータの例です。

時間 Server ID CPU の温度 x 温度 サーバーステータス

2020 年 7 月 9 日:2020 
年 7 月 9 日日:2020 年 7 
月

サーバ 1 80 シャットダウン

2020 年 7 月 9 日:2020 
年 7 月 9 日日:2020 年 7 
月

サーバ 3 年 7 日 62 OK
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時間 Server ID CPU の温度 x 温度 サーバーステータス

2020 年 7 月 9 日:2020 
年 7 月 9 日日:2020 年 7 
月

サーバー 2 90 オーバーロード

2020 年 7 月 9 日:2020 
年 7 月 9 日日:2020 年 7 
月

サーバ 3 年 7 日 55 OK

2020 年 7 月 9 日 /
日:2020 年 7 月 9 日 /月 
9 日

サーバ 3 年 7 日 62 再起動

2020 年 7 月 9 日 7 月 9 
日:2020 年 7 月 9 日 /日

サーバー 2 88 OK

2020 年 7 月 9 日 /
日:2020 年 7 月 9 日 /月 
9 日

サーバ 1 80 OK

2020 年 7 月 7 日 サーバー 2 88 OK

2020 年 7 月 7 日 サーバ 1 86 OK

この変換には以下の 2 つのステップがあります。まず、データをグループ化するフィールドを 1 つ以上指
定します。これにより、並べ替えたかのように、それらのフィールドの同じ値がすべてグループ化されま
す。たとえば、Server IDフィールド別にグループ化すると、データは次のようにグループ化されます。

時間 Server ID CPU の温度 x 温度 サーバーステータス

2020 年 7 月 20 日 サーバ 1 80 シャットダウン

2020 年 7 月 7 日 サーバ 1 80 OK

2020 年 7 月 7 日 サーバ 1 86 OK

2020-07-07 10:32:20 | server 2 | 90 | Overload
2020-07-07 09:30:05 | server 2 | 88 | OK
2020-07-07 09:25:05 | server 2 | 88 | OK

2020-07-07 11:34:20 | server 3 | 62 | OK
2020-07-07 10:31:22 | server 3 | 55 | OK
2020-07-07 09:30:57 | server 3 | 62 | Rebooting

Server ID値が同じ行はすべてグループ化されます。

データをグループ化するフィールドを選択したら、他のフィールドにさまざまな計算を追加できます。計
算は各行グループに適用されます。たとえば、CPU temperatureこれらのサーバーごとの平均を計算し
たい場合があります。CPU Temperatureフィールドに適用された平均計算を追加すると、次のようにな
ります。

Server ID CPU 温度 (平均)

サーバ 1 82
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Server ID CPU 温度 (平均)

サーバー 2 88.6

サーバ 3 年 7 日 59.6

また、これらの計算を複数追加できます。たとえば、次の計算を使用できます。

• フィールドではTime、最終値を計算して、各サーバーの最後のデータポイントがいつ受信されたかを知
ることができます。

• フィールドではServer Status、最終値を計算して、各サーバーの最終状態値を知ることができま
す。

• フィールドではTemperature、最終値を計算して、各サーバーの最新の監視温度を知ることもできま
す。

Groups By 変換を実行すると、次の結果になります。

Server 
ID

CPU 温度 (平均) CPU 温度 (最後) 時間 (最後) サーバーステータス 
(最後)

サーバ 
1

82 80 2020 年 7 月 20 日 シャットダウン

サー
バー 2

88.6 90 2020 年 7 月 20 日 オーバーロード

サーバ 
3 年 7 
日

59.6 62 2020 年 7 月 20 日 OK

この変換を使用すると、時系列からいくつかの重要な情報を抽出し、便利な方法で表示できます。

系列～行を変換する

この変換を使用して、複数の時系列データクエリの結果を 1 つの結果に結合します。これは、テーブルパ
ネルのビジュアライゼーションを使用するときに役立ちます。

この変換の結果には、、TimeMetric、の 3 つの列が含まれますValue。Metricこの列が追加され、指
標がどのクエリから派生したかがわかります。Labelソースクエリで定義して、この値をカスタマイズし
ます。

以下の例では、2 つのクエリが時系列データを返します。変換が適用される前に、2 つの別々のテーブル
として視覚化されます。

クエリ A

時間 温度

2020 年 7 月 20 日 25

2020 年 7 月 22 日 22

2020 年 7 月 7 日 19

クエリB クエリー B
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時間 湿度

2020 年 7 月 20 日 24

2020 年 7 月 20 日 29

2020 年 7 月 7 日 33

Series to rows変換を適用すると、次の結果になります。

時間 メトリクス 値

2020 年 7 月 20 日 温度 25

2020 年 7 月 20 日 湿度 22

2020 年 7 月 20 日 湿度 29

2020 年 7 月 22 日 温度 22

2020 年 7 月 7 日 湿度 33

2020 年 7 月 7 日 温度 19

値を基準にデータを絞り込む

この変換により、Grafana ワークスペースでデータを直接フィルタリングし、クエリ結果から一部のデー
タポイントを削除できます。定義した 1 つ以上の条件に一致するデータを含めるか除外するかを選択でき
ます。条件は選択したフィールドに適用されます。

この変換は、データソースがネイティブに値によるフィルタリングを行わない場合に役立ちます。共有ク
エリを使用している場合は、これを使用して表示する値を絞り込むこともできます。

すべてのフィールドで利用できる条件は次のとおりです。

• 正規表現 — 正規表現と一致させます。
• Is Null — 値が NULL の場合は一致します。
• 「NULL ではない」— 値が NULL でない場合は一致します。
• 等しい — 値が指定された値と等しい場合に一致します。
• 異なる — 値が指定された値と異なる場合は一致します。

数値フィールドに使用できる条件は次のとおりです。

• Greater — 値が指定された値を超える場合に一致します。
• Lower — 値が指定された値より小さい場合に一致します。
• [より大きい] または [等しい] をクリックします。
• [下限] または [等しい] をクリックします。
• 範囲 — 指定された最小値と最大値の範囲を一致させます。最小値と最大値が範囲に含まれます。

フィルターには複数の条件を追加できます。複数の条件がある場合は、追加した条件のすべてに一致する
行または一部の条件に一致する行に「含む」または「除外」アクションを適用するかどうかを選択できま
す。
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有効でない、または設定が不完全な条件は無視されます。

変換のデバッグ

変換の入力結果セットと出力結果セットを確認するには、変換行の右側にあるバグアイコンを選択しま
す。

Amazon マネージド Grafana では、変換行の下に変換デバッグビューが表示されます。

フィールドオプションとオーバーライド

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

このセクションでは、Amazon Managed Grafana のフィールドオプションとフィールドオーバーライドと
は何か、またそれらの使用方法について説明します。

Grafana ワークスペースで使用されるデータモデルであるデータフレームは、時系列とテーブルクエリ結
果の両方を統合する列指向のテーブル構造です。この構造内の各列はフィールドと呼ばれます。フィール
ドは、1 つの時系列またはテーブル列を表すことができます。

フィールドオプションを使用すると、ビジュアライゼーションでのデータの表示方法を変更できます。適
用するオプションやオーバーライドによってデータは変更されず、Amazon Managed Grafana がデータを
表示する方法が変わります。

フィールドオプション

フィールドオプションは、標準とカスタムの両方で、パネルエディターの「フィールド」タブにありま
す。このタブで行った変更は、すべてのフィールド (つまり、シリーズと列) に適用されます。たとえば、
単位をパーセンテージに変更すると、数値を含むすべてのフィールドがパーセンテージで表示されます。
でフィールドオプションを適用する方法をご覧くださいすべてのフィールドを設定 (p. 473)。

フィールドオーバーライド

フィールドオーバーライドは、パネルエディターの「オーバーライド」タブに追加できます。そこには 
[フィールド] タブにあるのと同じオプションを追加できますが、それらは特定のフィールドにのみ適用さ
れます。オーバーライドを適用する方法について説明します特定のフィールドを設定 (p. 475)。

使用可能なフィールドオプションとオーバーライド

フィールドオプションタイプは、フィールドオプションとフィールドオーバーライドの両方に共通です。
唯一の違いは、変更がすべてのフィールド ([フィールド] タブで適用) に適用されるか、フィールドのサブ
セット ([オーバーライド] タブで適用) に適用されるかです。

• 標準フィールドオプション (p. 476)変換が可能なすべてのパネルビジュアライゼーションに適用されま
す。

• テーブルフィールドオプション (p. 508)テーブルパネルのビジュアライゼーションにのみ適用されま
す。

すべてのフィールドを設定

すべてのフィールドでのデータの表示方法を変更するには、[フィールド] タブのオプションを変更しま
す。[オーバーライド] タブでは、特定のフィールドのフィールドオプションを上書きできます。詳細につ
いては、「特定のフィールドを設定 (p. 475)」を参照してください。
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たとえば、小数点オプションを変更することで、すべてのフィールドに表示される小数点以下の桁数を変
更できます。オプションの詳細については、「」標準フィールドオプション (p. 476) と「」を参照して
くださいテーブルフィールドオプション (p. 508)。

フィールドオプションの変更

オプションは必要な数だけ変更できます。

フィールドオプションを変更するには

1. 編集するパネルを選択し、[編集] をクリックします。
2. 「フィールド」タブを選択します。
3. 変更するオプションを選択します。以下を定義できます。

• 標準フィールドオプション (p. 476)これは、変換が可能なすべてのパネルビジュアライゼーション
に適用されます。

• テーブルフィールドオプション (p. 508)、これはテーブルパネルのビジュアライゼーションにのみ
適用されます。

4. フィールドに値を追加してオプションを追加します。オプションをデフォルト値に戻すには、フィー
ルド内の白いテキストを削除します。

5. ダッシュボードの編集が終了したら、[保存] を選択します。

フィールドオプションの例

結果セットが、時間と温度の 2 つのフィールドで構成されるデータフレームであると仮定します。

time 温度

2020-01-02 03:04:00 45.0

2020-01-02 03:05:00 47.0

2020-01-02 03:06:00 48.0

この構造体の各フィールド (列) には、値の表示方法を変更する方法でフィールドオプションを適用できま
す。たとえば、単位を温度 > 摂氏に設定すると、次の表のようになります。

time 温度

2020-01-02 03:04:00 45.0 °C

2020-01-02 03:05:00 47.0 °C

2020-01-02 03:06:00 48.0 °C

この場合、小数点以下の桁数は何の意味もありません。小数点をゼロ (0) に変更すると、次の表のように
なります。auto

time 温度

2020-01-02 03:04:00 45 °C

2020-01-02 03:05:00 47 °C とC
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time 温度

2020-01-02 03:06:00 48 °C と 48

特定のフィールドを設定

オーバーライドを使用して、1 つまたは複数のフィールドの設定を変更できます。オーバーライドの
フィールドオプションは、特定のビジュアライゼーションで使用できるフィールドオプションとまったく
同じです。唯一の違いは、それらを適用するフィールドを選択することです。

たとえば、タイプが数値と一致するフィールドの [小数点] オプションを変更することで、すべての数値
フィールドまたは列に表示される小数点以下の桁数を変更できます。オプションの詳細については、変換
が可能なすべてのパネルビジュアライゼーションに適用されるオプションとテーブルフィールドオプショ
ン (p. 508)、テーブルパネルビジュアライゼーションにのみ適用されるオプションを参照してください標
準フィールドオプション (p. 476)。

フィールドオーバーライドの追加

フィールドオプションは必要な数だけオーバーライドできます。

フィールドオーバーライドを追加するには

1. 編集するパネルを選択し、[編集] をクリックします。
2. 「オーバーライド」タブを選択します。
3. [オーバーライドを追加] を選択します。
4. オーバーライドルールを適用するフィールドを選択します。

• 名前の付いたフィールド — これを使用して、使用可能なすべてのフィールドのリストからフィール
ドを選択します。このセレクターを使用してルールに追加したプロパティは、この 1 つのフィール
ドにのみ適用されます。

• 名前が正規表現と一致するフィールド — これを使用して、正規表現でオーバーライドするフィール
ドを指定します。このセレクターを使用してルールに追加したプロパティは、フィールド名が正規
表現と一致するすべてのフィールドに適用されます。

• タイプ付きのフィールド — これを使用して、文字列、数値などのタイプ別にフィールドを選択しま
す。このセレクターを使用してルールに追加したプロパティは、選択したタイプに一致するすべて
のフィールドに適用されます。

5. [オーバーライドプロパティを追加] を選択します。
6. 適用するフィールドオプションを選択します。
7. フィールドに値を追加してオプションを入力します。オプションをデフォルト値に戻すには、フィー

ルド内の白いテキストを削除します。
8. [オーバーライドプロパティを追加] を選択して引き続きこのフィールドにオーバーライドを追加する

か、[オーバーライドの追加] を選択して別のフィールドを選択してオーバーライドを追加できます。
9. 完了したら、[Save] (保存) を選択します。

フィールドオーバーライドを削除する

1. 削除するオーバーライドを含む [オーバーライド] をクリックします。
2. オーバーライドの横にあるごみ箱アイコンを選択します。

フィールドオーバーライドの例

結果セットが、時間、高温、低温、湿度の 4 つのフィールドで構成されるデータフレームであると仮定し
ます。
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time 高い温度、高い温度と
温度

低レイテンシーの低い
温度

湿度

2020-01-02 03:04:00 45.0 30.0 67

2020-01-02 03:05:00 47.0 34.0 68

2020-01-02 03:06:00 48.0 31.0 68

では、フィールドオプションの例 (p. 474)のフィールドオプションを適用して摂氏単位を適用し、小数点
以下の桁数を取り除いてみましょう。この結果は以下のようになります。

time 高い温度、高い温度と
温度

低レイテンシーの低い
温度

湿度

2020-01-02 03:04:00 45 °C 30 °C と 30 67 °C と C

2020-01-02 03:05:00 47 °C とC 34 °C と C 68 °C とC

2020-01-02 03:06:00 48 °C と 48 31 °C 68 °C とC

温度フィールドは良さそうに見えますが、湿度は意味がありません。これを修正するには、湿度フィー
ルドにフィールドオプションオーバーライドを適用し、単位を Misc >% (0-100) に変更します。これによ
り、よりわかりやすい表が作成されます。

time 高い温度、高い温度と
温度

低レイテンシーの低い
温度

湿度

2020-01-02 03:04:00 45 °C 30 °C と 30 67%

2020-01-02 03:05:00 47 °C とC 34 °C と C 68%

2020-01-02 03:06:00 48 °C と 48 31 °C 68%

標準フィールドオプション

このセクションでは、使用可能なフィールドオプションについて説明します。これらはアルファベット順
に並んでいます。

標準フィールドオプションは、ほとんどの組み込みの Grafana ワークスペースパネルに適用できます。新
しいパネルとデータモデルに更新されていない古いパネルやコミュニティパネルには、これらのフィール
ドオプションのすべてまたは一部が欠落しているものがあります。

ほとんどのフィールドオプションは、編集中のフィールドオプションボックスの外側を選択するか、Enter 
キーを押すまでビジュアライゼーションに影響しません。

これらのオプションの適用の詳細については、以下のセクションを参照してください。

• すべてのフィールドを設定 (p. 473)
• 特定のフィールドを設定 (p. 475)

小数点

このオプションは、値をレンダリングするときに含める小数点以下の桁数を設定します。Amazon マネー
ジド Grafana がデータソースから提供された小数点以下の桁数を使用するには、空白のままにします。
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この設定を変更するには、フィールドに数値を入力します。

データリンク

このオプションは、値またはビジュアライゼーションがリンクする URL を制御します。詳細と手順につい
ては、「データリンク (p. 547)」を参照してください。

Display name (表示名)

このオプションは、すべてのフィールドの表示タイトルを設定します。フィールドタイトルには変数を使
用できます。テンプレートとテンプレート変数の詳細については、「」を参照してくださいテンプレート
と変数 (p. 549)。

複数の統計、フィールド、またはシリーズが表示されている場合、このフィールドは各統計のタイトルを
制御します。${__field.name}タイトルにはシリーズ名やフィールド名のみを使用するなどの表現を使
用できます。

フィールドの名前が Temp で、ラベルが {"Loc"=" PBI」、「Sensor」= "3"}

式の構
文

例 にレン
ダリン
グしま
す

説明

${__field.displayName}構文
と同
じ-構
文 (

Temp 
{Loc="PBI", 
Sensor="3"}

フィールド名とラベルが表示されます ({}存在する場合)。レスポンスにラ
ベルキーが 1 つしかない場合、Amazon Managed Grafana はラベルの値を
括弧なしで表示します。

${__field.name}構文
と同
じ-構
文 (

Temp フィールドの名前が表示されます (ラベルなし)。

${__field.labels}構文
と同
じ-構
文 (

Loc="PBI", 
Sensor="3"

名前なしでラベルを表示します。

${__field.labels.X}${__field.labels.Loc}PBI 指定したラベルキーの値を表示します。

${__field.labels.__values}構文
と同
じ-構
文 (

PBI, 3 ラベルの値をカンマで区切って表示します (ラベルキーは除く)。

特定のフィールドの式をレンダリングした後に値が空の文字列の場合は、デフォルトの表示方法が使用さ
れます。

Max

このオプションは、パーセンテージしきい値の計算に使用される最大値を設定します。すべてのシリーズ
とフィールドに基づいて自動計算を行うには、この設定を空白のままにします。

分

このオプションは、パーセンテージしきい値の計算に使用される最小値を設定します。すべてのシリーズ
とフィールドに基づいて自動計算を行うには、この設定を空白のままにします。
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値なし

フィールド値が空または NULL の場合に Amazon マネージド Grafana が表示する内容を入力します。

単位

このオプションは、フィールドが使用する単位を指定します。「単位」フィールドを選択し、目的の単位
が見つかるまでドリルダウンします。選択した単位は、時間以外のすべてのフィールドに適用されます。

カスタムユニット (カスタムユニット

単位ドロップダウンリストを使用して、カスタム単位、カスタムのプレフィックスまたはサフィックス、
および日付/時刻形式を指定することもできます。

カスタム単位を選択するには、単位を入力し、Custom: xxxドロップダウンリストの最後のオプションを
選択します。

• suffix:<suffix>値の後に続くはずのカスタムユニット用。
• time:<format>カスタムの日付/時刻形式用 (例:)time:YYYY-MM-DD フォーマットの構文とオプション

については、「表示」を参照してください。
• si:<base scale><unit characters>カスタム SI 単位の場合 (例:si: mF このオプションは、単位

とソースデータスケールの両方を指定できるため、もう少し高度です。たとえば、ソースデータがミリ 
(千) 単位で表されている場合は、単位の前にその SI スケール文字を付けます。

• count:<unit>カスタムカウントユニット用。
• currency:<unit>カスタムの場合は通貨単位。

ネイティブの絵文字をユニットピッカーに貼り付けて、カスタムユニットとして選択することもできま
す。

文字列ユニット (文字列単位

Amazon マネージド Grafana は、文字列を解析して数値として表示することがあります。Amazon 
Managed Grafana に元の文字列を表示させるには、フィールドオーバーライドを作成し、stringそのユ
ニットにユニットプロパティを追加します。

カラースキーム (

フィールドカラーオプションは、Amazon Managed Grafana がシリーズまたはフィールドをどのように色
付けするかを定義します。ここには動作の異なる複数のモードがあり、その有用性は現在選択されている
ビジュアライゼーションに大きく依存します。

連続カラーモードでは、最小値と最大値に対する値のパーセンテージを使用して色を補間します。

• 単色 — カラーピッカーを使用して特定の色を設定します。これはオーバーライドルールの中でもっとも
役に立ちます。

• しきい値から — 一致するしきい値から導き出された色。これはゲージ、統計、表の視覚化に役立ちま
す。

シリーズ別カラー

Amazon マネージド Grafana には、シリーズごとに色を定義するカラースキームが含まれています。これ
は、グラフや円グラフなどに役立ちます。

値による色分け

Amazon マネージド Grafana には、連続 (グラデーション) カラースキームも含まれています。これは、統
計パネルやテーブルパネルなど、個々の値に色を付けるビジュアライゼーションに役立ちます。

478

https://momentjs.com/docs/#/displaying/


Amazon Managed Grafana ユーザーガイド
パネル

しきい値

しきい値を使用して、値に基づいてフィールドの色を変更できます。詳細と手順については、「しきい
値 (p. 514)」を参照してください。

バリューマッピング

このオプションを使用して、フィールド値または値の範囲を明示的なテキストに変換するルールを設定で
きます。複数の値マッピングを追加できます。

• マッピングタイプ — オプションを選択します。
• 値 — 値を入力します。フィールドの値が値以上の場合、[テキスト] を参照してください。
• [開始] と [終了] — 範囲を入力します。フィールド値が範囲内の値と同じか等しい場合、テキストが表

示されます。
• テキスト — フィールドで条件が満たされた場合に表示されるテキスト。このフィールドには変数を入力

できます。

パネルエディタ

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

このトピックでは、Amazon Managed Grafana パネルエディターの各部分について説明し、詳細を確認で
きるリンクも含まれています。

パネルエディターを開く

パネルエディターにアクセスするには、編集パネル画面、編集モード、またはパネル編集モードとも呼ば
れるいくつかの方法があります。

• 画面上部の [パネルを追加] アイコンを選択し、[新しいパネルを追加] を選択します。新しいパネルがパ
ネルエディターで開きます。パネルを追加する方法の詳細については、「」を参照してくださいパネル
を追加または編集する (p. 459)。

• 既存のパネルのタイトルを選択し、[編集] を選択します。パネルが編集モードで開きます。
• 既存のパネル上の任意の場所を選択し、キーボードの e キーを押します。パネルが編集モードで開きま

す。

パネルエディターのセクションのサイズ変更

パネルエディターのセクションをドラッグしてサイズを変更します。サイドペインが狭くなりすぎると、
[パネル]、[フィールド]、[オーバーライド] タブがドロップダウンリストに変わります。

パネルエディターのパーツ

このセクションでは、パネルエディター画面の各部分について、各部分に関連するフィールド、オプショ
ン、またはタスクに関する情報とともに説明します。

[Header] (ヘッダー)

ヘッダーセクションには、パネルが置かれているダッシュボードの名前といくつかのダッシュボードコマ
ンドが一覧表示されます。[戻る] 矢印を選択してダッシュボードに戻ることもできます。

ヘッダーの右側には、次のオプションがあります。
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• ダッシュボード設定 (歯車) アイコン — 選択してダッシュボード設定にアクセスします。
• [破棄] 選択すると、ダッシュボードを最後に保存してからパネルに加えたすべての変更が破棄されま

す。
• 保存 — パネルエディターで行ったすべての変更を含め、ダッシュボードを保存することを選択します。
• 適用 — 行った変更を適用することを選択し、パネルエディターを閉じてダッシュボードに戻ります。ま

た、ダッシュボードを保存して、適用した変更を保存します。

ビジュアライゼーションプレビュー

ビジュアライゼーションプレビューセクションには、表示オプション、時間範囲コントロール、ビジュア
ライゼーションプレビュー、および (該当する場合) パネルタイトル、軸、および凡例が含まれます。

• フィル — ビジュアライゼーションプレビューは、プレビューパーツの空いているスペースを埋めます。
サイドペインの幅または下部ペインの高さを変更すると、ビジュアライゼーションは空いているスペー
スに合わせて調整されます。

• フィット — ビジュアライゼーションプレビューは空き領域いっぱいに表示されますが、パネルの縦横比
は維持されます。

• 正確 — ビジュアライゼーションプレビューのサイズは、ダッシュボードのサイズとまったく同じです。
十分なスペースがない場合は、アスペクト比を維持したままビジュアライゼーションが縮小されます。

• 時間範囲制御 — 詳細については、を参照してください時間範囲コントロール (p. 527)。

データセクション (一番下のペイン)

データセクションには、クエリを入力したり、データを変換したり、アラートルールを作成したりするた
めのタブがあります (該当する場合)。

• [クエリ] タブ — データソースを選択し、ここにクエリを入力します。詳細については、「クエ
リ (p. 460)」を参照してください。

• [変換] タブ — データ変換を適用します。詳細については、「トランスフォーメーション (p. 465)」を
参照してください。

• [アラート] タブ — アラートルールを記述します。詳細については、「Grafana アラート (p. 566)」を
参照してください。

パネルとフィールドのオプション (サイドペイン)

このセクションにはタブがあり、データの視覚化のほぼすべての側面を制御できます。各ビジュアライ
ゼーションですべてのタブを使用できるわけではありません。

これらのタブの機能については、次のトピックで説明されています。

• パネルを追加または編集する (p. 459)
• ビジュアライゼーション (p. 483)
• フィールドオプションとオーバーライド (p. 473)
• パネルリンク (p. 546)またデータリンク (p. 547)、ビジュアライゼーションを他のリソースにつなげ

るのにも役立ちます

ライブラリパネル

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
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Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

ライブラリパネルを使用すると、ライブラリパネルの 1 つのインスタンスに加えられた変更がすべての
ダッシュボードに反映され、そのパネルが使用されている他のすべてのインスタンスに影響する再利用
可能なパネルを作成できます。これらのパネルはダッシュボードと一緒にフォルダーに保存でき、複数の
ダッシュボードでパネルを効率的に再利用できます。

ライブラリパネルを作成する
Note

ライブラリパネルを作成すると、ソースダッシュボードのパネルもライブラリパネルに変換され
ます。パネルが変換されたら、元のダッシュボードを保存する必要があります。

ライブラリパネルを作成するには

1. 通常どおりに、パネルを作成します。既存のパネルを使用することもできます。
2. パネルのタイトルを選択し、[編集] を選択します。
3. パネル表示オプションのサイドペインで、下矢印オプションを選択してビジュアライゼーションに変

更を加えます。
4. [ライブラリパネル] を選択し、[新しいライブラリパネルを作成] を選択します。
5. ライブラリパネルの名前を入力し、保存するフォルダーを選択します。
6. [ライブラリパネルを作成] を選択し、ダッシュボードを保存します。

任意のパネルの「共有」オプションを使用してライブラリパネルを作成することもできます。

ライブラリパネルを作成したら、表示されている任意のダッシュボードを使用してライブラリパネルを変
更できます。ライブラリパネルの変更を保存すると、ライブラリパネルのすべてのインスタンスにこれら
の変更が反映されます。

ライブラリパネルを追加

ライブラリパネルをダッシュボードに追加するには

1. 左側のメニューの [+] オプションで一時停止し、[作成] を選択します。
2. パネルライブラリから [パネルを追加] を選択します。
3. ライブラリパネルのリストをフィルタリングして、目的のパネルを探します。
4. そのパネルを選択し、ダッシュボードに追加します。

ライブラリパネルをリンク解除

ダッシュボードにライブラリパネルがあり、そのライブラリパネルの他のすべてのインスタンスに影響を
与えないように変更したい場合は、ライブラリパネルのリンクを解除できます。

ライブラリパネルをダッシュボードからリンク解除するには

1. 左側のメニューの [ダッシュボード] で一時停止し、[ライブラリパネル] を選択します。
2. ライブラリパネルを選択します。ライブラリパネルが使用されているすべてのダッシュボードのリス

トが表示されます。
3. リンクを解除して更新するパネルを選択します。
4. パネルのタイトルを選択し、[編集] を選択します。
5. [リンク解除] を選択します。
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ライブラリパネルを削除する
ライブラリパネルを削除する前に、どのダッシュボードでも使用されていないことを確認してください。

ライブラリパネルを削除するには

1. 左側のメニューの [ダッシュボード] で一時停止し、[ライブラリパネル] を選択します。
2. ライブラリパネルを選択します。ライブラリパネルが使用されているすべてのダッシュボードのリス

トが表示されます。
3. 削除するパネルを選択します。
4. パネル名の横にある削除アイコンを選択します。

パネルエディターのパーツ
このセクションでは、パネルエディター画面の各部分について、各部分に関連するフィールド、オプショ
ン、またはタスクに関する情報とともに説明します。

[Header] (ヘッダー)

ヘッダーセクションには、パネルが置かれているダッシュボードの名前といくつかのダッシュボードコマ
ンドが一覧表示されます。[戻る] 矢印を選択してダッシュボードに戻ることもできます。

ヘッダーの右側には、次のオプションがあります。

• ダッシュボード設定 (歯車) アイコン — 選択してダッシュボード設定にアクセスします。
• [破棄] 選択すると、ダッシュボードを最後に保存してからパネルに加えたすべての変更が破棄されま

す。
• 保存 — パネルエディターで行ったすべての変更を含むダッシュボードの保存を選択します。
• 適用 — 行った変更を適用することを選択し、パネルエディターを閉じてダッシュボードに戻ります。ま

た、ダッシュボードを保存して、適用した変更を保存します。

ビジュアライゼーションプレビュー

ビジュアライゼーションプレビューセクションには、表示オプション、時間範囲コントロール、ビジュア
ライゼーションプレビュー、および (該当する場合) パネルタイトル、軸、および凡例が含まれます。

• フィル — ビジュアライゼーションプレビューは、プレビューパーツの空いているスペースを埋めます。
サイドペインの幅または下部ペインの高さを変更すると、ビジュアライゼーションは空いているスペー
スに合わせて調整されます。

• フィット — ビジュアライゼーションプレビューは空き領域いっぱいに表示されますが、パネルの縦横比
は維持されます。

• 正確 — ビジュアライゼーションプレビューのサイズは、ダッシュボードのサイズとまったく同じです。
十分なスペースがない場合は、アスペクト比を維持したままビジュアライゼーションが縮小されます。

• 時間範囲制御 — 詳細については、を参照してください時間範囲コントロール (p. 527)。

データセクション (一番下のペイン)

データセクションには、クエリを入力したり、データを変換したり、アラートルールを作成したりするた
めのタブがあります (該当する場合)。

• [クエリ] タブ — データソースを選択し、ここにクエリを入力します。詳細については、「クエ
リ (p. 460)」を参照してください。

• [変換] タブ — データ変換を適用します。詳細については、「トランスフォーメーション (p. 465)」を
参照してください。
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• [アラート] タブ — アラートルールを記述します。詳細については、「Grafana アラート (p. 566)」を
参照してください。

パネルとフィールドのオプション (サイドペイン)

このセクションにはタブがあり、データの視覚化のほぼすべての側面を制御できます。各ビジュアライ
ゼーションですべてのタブを使用できるわけではありません。

これらのタブの機能については、次のトピックで説明されています。

• パネルを追加または編集する (p. 459)
• ビジュアライゼーション (p. 483)
• フィールドオプションとオーバーライド (p. 473)
• パネルリンク (p. 546)またデータリンク (p. 547)、ビジュアライゼーションを他のリソースにつなげ

るのにも役立ちます

ビジュアライゼーション
このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

Amazon マネージド Grafana は、さまざまなユースケースに合わせてさまざまなビジュアライゼーション
を提供します。以下のセクションでは、Amazon Managed Grafana で利用できるビジュアライゼーション
とその表示設定について説明します。

トピック
• アラートリストパネル (p. 484)
• 棒グラフのパネル (p. 485)
• 棒グラフのパネル (p. 487)
• 時計パネル (p. 488)
• ダッシュボードリストパネル (p. 488)
• ゲージパネル (p. 489)
• ジオマップパネル (p. 490)
• グラフパネル (p. 491)
• ヒートマップ (p. 495)
• ヒストグラムパネル (p. 497)
• ログパネル (p. 498)
• ニュースパネル (p. 499)
• ノードグラフパネル (ベータ) (p. 499)
• 円グラフのパネル (p. 500)
• プロットパネル (p. 501)
• サンキーパネル (p. 502)
• 散布図の表示 (p. 503)
• スタットパネル (p. 504)
• 州タイムラインパネルの表示 (p. 505)
• ステータス履歴パネル (p. 507)
• テーブルパネル (p. 508)
• テキストパネル (p. 510)
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• 時系列パネル (p. 510)
• しきい値 (p. 514)
• WindRose (p. 516)
• パネルを検査する (p. 516)
• 計算リスト (p. 519)

アラートリストパネル

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

アラートリストパネルには、ダッシュボードのアラートが表示されます。現在の状態または最近の状
態変更を表示するようにリストを構成できます。アラートの詳細については、「「」を参照してくださ
いGrafana アラート (p. 566)。

これらの設定を使用して、ビジュアライゼーションを微調整します。

オプション

• 表示 — パネルに現在のアラート状態を表示するか、最近のアラート状態の変化を表示するかを選択しま
す。

• 最大アイテム数 — 一覧表示するアラートの最大数を設定します。
• ソート順序 — 表示されるアラートの順序を選択します。

• アルファベット順 (asc) — アルファベット順
• アルファベット順 (desc) — アルファベット順の逆順
• 重要度 — 次の値による重要度別で、1 が最も高くなります。

• アラート:1
• データなし:2
• 保留中:3
• わかりました:4
• 一時停止:5

• このダッシュボードからのアラート — アラートリストがあるダッシュボードからのアラートのみを表示
します。

フィルター

次のオプションを使用して、選択したクエリ、フォルダ、またはタグに一致するようにアラートをフィル
タリングします。

• アラート名 — アラート名クエリを入力します。
• ダッシュボードタイトル — ダッシュボードタイトルクエリを入力します。
• フォルダ — フォルダを選択します。選択したフォルダーのダッシュボードからのアラートのみが表示さ

れます。
• ダッシュボードタグ- 1 つ以上のタグを選択します。1 つ以上のタグが付いたダッシュボードからのア

ラートのみが表示されます。

ステートフィルター

このパネルに表示するアラート状態を選択します。
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• わかりました
• 一時停止中
• データなし
• 実行エラー
• アラート
• 保留中

棒グラフのパネル

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

このパネルの視覚化により、カテゴリデータをグラフ化できます。

サポートされるデータ形式

サポートされるデータフレームは 1 つだけで、X 軸または Y 軸のカテゴリとして使用される文字列フィー
ルドが少なくとも 1 つと、1 つ以上の数値フィールドが必要です。データ形式の例を次に示します。

ブラウザ 市場シェア

Chrome 50

Internet Explorer 17.5

複数の数値フィールドがある場合、パネルにグループ化されたバーが表示されます。

時系列または複数の結果セットの視覚化

複数の時系列またはテーブルがある場合は、まず結合または縮小変換を使用してそれらを結合する必要が
あります。たとえば、複数の時系列があり、その最終値と最大値を比較したい場合は、Reduce変換を追加
し、[計算] のオプションとして [Max] と [Last] を指定します。

棒グラフのオプション

以下のオプションを使用してビジュアライゼーションを微調整します。

[Orientation] (向き)

• 自動 — Grafana はパネルのサイズに基づいてバーの向きを決定します。
• 水平 — X 軸をカテゴリ軸にします。
• 垂直 — Y 軸をカテゴリ軸にします。

値を表示

値をバーの上または左のどちらに表示するかを制御します。

• 自動 — スペースがある場合は値が表示されます。
• 常に — 常に値を表示します。
• なし — 値は絶対に表示しないでください。
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グループ幅はグループの幅を制御します。0=最小幅、1=最大幅。

バーの幅はバーの幅を制御します。0=最小幅、1=最大幅です。

線幅はバーの線幅を制御します。

フィルの不透明度は、バーのフィルの不透明度を制御します。

グラデーションモードは、グラデーションフィルのモードを設定します。塗りつぶしのグラデーション
は線の色に基づいています。色を変更するには、標準のカラースキームフィールドオプションを使用しま
す。グラデーションの外観は、フィルの不透明度設定の影響を受けます。

• なし — グラデーションフィルなし。これがデフォルト設定です。
• 不透明度 — グラデーションの透明度は Y 軸の値に基づいて計算されます。フィルの不透明度は、Y 軸

の値とともに増加しています。
• 色相 — グラデーションカラーは、線の色の色相に基づいて生成されます。

ツールチップモード — ビジュアライゼーションの上にカーソルを置くと、Grafana がツールチップを表示
できます。ツールチップの動作を選択します。

• 単一 — ホバーツールチップには、ビジュアライゼーション上でカーソルを合わせている系列が 1 つだ
け表示されます。

• すべて — ホバーツールチップには、ビジュアライゼーション内のすべてのシリーズが表示されま
す。Grafana は、ツールチップのシリーズリストでカーソルを合わせたシリーズを太字で強調表示しま
す。

• 非表示 — ビジュアライゼーションを操作するときはツールチップを表示しません。

Note

オーバーライドを使用して、ツールチップから個々のシリーズを非表示にします。

凡例モード — これらの設定を使用して、ビジュアライゼーションでの凡例の表示方法を調整します。

• リスト — 凡例をリストとして表示します。これはレジェンドのデフォルトの表示モードです。
• 表 — 凡例を表として表示します。
• 非表示 — 凡例を非表示にします。

凡例配置 — 凡例を配置する場所を選択します。

• 下 — グラフの下
• 右 — グラフ右横のグラフ右横にあります。

凡例計算 — 凡例に表示する標準計算を選択します。複数を使用できます。

テキストサイズ — 値を入力して、棒グラフのテキストのサイズを変更します。

軸 — 以下のフィールド設定を使用して、座標軸の表示方法を調整します。一部のフィールドオプション
は、編集中のフィールドオプションボックスの外側をクリックするか、Enter キーを押すまでビジュアラ
イゼーションに影響しません。

• 配置 — Y 軸の配置を設定します。
• 自動 — Grafana はシリーズに Y 軸を自動的に割り当てます。単位の異なるシリーズが2つ以上ある場

合、Grafana は左軸を最初の単位に、右軸を次の単位に割り当てます。
• 左 — すべての Y 軸を左側に表示します。
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• 右 — すべての Y 軸を右側に表示します。
• 非表示 — すべての Y 軸を非表示にします。
• ラベル — Y 軸のテキストラベルを設定します。Y 軸が複数ある場合は、オーバーライドを使用してさま

ざまなラベルを割り当てることができます。
• 幅 — 軸の固定幅を設定します。デフォルトでは、Grafana は軸の幅を動的に計算します。

軸の幅を設定することで、異なる座標軸タイプのデータを同じ表示比率で共有できます。これにより、
軸が互いに視覚的に近い位置で移動したり伸びたりしないため、複数のグラフのデータを簡単に比較で
きます。

• ソフト最小とソフトマックス — Y 軸の制限をより適切に制御できるように、ソフト最小とソフトマック
スのオプションを設定します。デフォルトでは、Grafana はデータセットに基づいて Y 軸の範囲を自動
的に設定します。

Soft Min と soft max の設定により、データがほとんど平坦な場合にブリップが山になってしまうのを防
ぐことができます。また、標準の最小値/最大値フィールドオプションから導き出される最小値または最
大値を設定すると、断続的なスパイクが定義されたポイントを超えて切り取られることで、有用なディ
テールがフラット化されるのを防ぐことができます。

標準の最小/最大オプションを設定して、Y 軸のハードリミットを定義できます。

棒グラフのパネル

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

バーゲージは、すべてのフィールドを 1 つの値に減らすことでデータを簡略化します。Amazon マネージ
ド Grafana が削減額を計算する方法を選択します。

このパネルには、クエリが返す系列、行、または列の数に応じて、1 つ以上のバーゲージを表示できま
す。

データオプションとフィールドオプション

バーゲージビジュアライゼーションでは、次のオプションを適用できます。

• トランスフォーメーション (p. 465)
• フィールドオプションとオーバーライド (p. 473)
• しきい値 (p. 514)

表示オプション

以下のオプションを使用してビジュアライゼーションを微調整します。

• 表示 — Amazon マネージド Grafana がデータをどのように表示するかを選択します。
• 計算 — すべての行に基づいて計算された値を表示します。使用可能な計算のリストについては、「」

を参照してください計算リスト (p. 519)。
• すべての値 — 行ごとに個別の統計情報を表示します。このオプションを選択すると、制限または表示

する最大行数も選択できます。
• 値 — Amazon Managed Grafana が多数のフィールドを 1 つの値に減らすために使用するリデューサー

関数を選択します。バリューリストを選択すると、機能と簡単な説明が表示されます。
• 向き — 積み重ね方向を選択します。

• 自動 — Amazon マネージド Grafana は、最も適切と思われる方向を選択します。
• 水平 — バーは左から右に水平に伸びます。
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• 垂直 — バーは上から下に垂直に伸びます。
• 表示モード — 表示モードを選択します。

• グラデーション — しきい値レベルを選択してグラデーションを定義します。
• レトロLCD — ゲージを小さなセルに分割して点灯または消灯して表示します。
• ベーシック — マッチングのしきい値に基づいて単色を使用します。

• 塗りつぶされていない領域を表示 — バーの塗りつぶされていない領域を濃い灰色でレンダリングする場
合は、このオプションを選択します。このオプションは、レトロ LCD 表示モードでは使用できません。

時計パネル

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

時計パネルには、現在の時刻またはカウントダウンが表示されます。毎秒更新されます。

• モード — デフォルトは時間です。カウントダウンを選択した場合は、カウントダウン期限を設定してカ
ウントダウンを開始します。

• 12 時間または 24 時間 — 時刻を表示するオプションは 12 時間形式と 24 時間形式です。
• タイムゾーン — タイムゾーンはモーメントタイムゾーンライブラリによって提供されます。デフォルト

はコンピューターのタイムゾーンです。
• カウントダウン期限 — モードをカウントダウンに設定している場合、カウントダウンする日時を指定し

ます。
• カウントダウン終了テキスト — カウントダウンが終了したときに表示するテキストを指定します。
• 日付/時刻フォーマットオプション — フォントサイズ、太さ、日付/時刻フォーマットをカスタマイズし

ます。カウントダウンを表示していて、秒数が刻々と下がるのを見たくない場合は、hh:mmh:mm A時刻
形式を24時間制または12時間制に変更してください。オプションの詳細なリストについては、「表示」
を参照してください。

• [Bg Color] —時計の背景色を選択します。

ダッシュボードリストパネル

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

ダッシュボードリストパネルには、他のダッシュボードへの動的リンクが表示されます。このリストは、
スター付きダッシュボード、最近表示したダッシュボード、検索クエリ、およびダッシュボードタグを使
用するように構成できます。

ダッシュボードを読み込むたびに、このパネルはダッシュボードリストを照会し、 up-to-date 常に最も多
くの結果を表示します。

オプション

以下のオプションを使用してビジュアライゼーションを微調整します。

• スター付き — スター付きのダッシュボードをアルファベット順に表示します。
• 最近見たもの — 最近見たダッシュボードをアルファベット順に表示します。
• 検索 — 検索クエリまたはタグでダッシュボードを表示します。このオプションでは、[クエリ] または 

[タグ] に少なくとも 1 つの値を入力する必要があります。
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• 見出しを表示 — 選択したリストの選択 (スター付き、最近見たもの、検索) を見出しとして表示しま
す。

• 最大項目数 — セクションごとに一覧表示する項目の最大数を設定します。たとえば、デフォルト値の 
10 では、スター付きのダッシュボードと最近表示したダッシュボードを表示するように選択すると、パ
ネルには合計で最大 20 個のダッシュボード（各セクションに 10 個）が表示されます。

検索

以下のオプションは、「検索」オプションが選択されている場合にのみ適用されます。

• クエリ — 検索するクエリを入力します。クエリでは大文字と小文字が区別されず、値の一部でもかまい
ません。

• フォルダー — 表示するダッシュボードフォルダーを選択します。
• タグ — 検索するタグを入力します。既存のタグは入力しても表示されず、タグは大文字と小文字が区別

されることに注意してください。

Note

複数のタグと文字列が表示される場合、ダッシュボードリストにはすべての条件に一致するタグ
と文字列が表示されます。

ゲージパネル

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

ゲージは、系列、列、行ごとにゲージを繰り返すことができる単一値のパネルです。

データオプションとフィールドオプション

ゲージの視覚化により、次のオプションを適用できます。

• トランスフォーメーション (p. 465)
• フィールドオプションとオーバーライド (p. 473)
• しきい値 (p. 514)

表示オプション

視覚化を絞り込むには、次のオプションを使用します。

• 表示 — Amazon マネージド Grafana がデータをどのように表示するかを選択します。
• 計算 — すべての行に基づいて計算された値を表示します。使用可能な計算のリストについては、「」

を参照してください計算リスト (p. 519)。
• すべての値 — 行ごとに個別の統計情報を表示します。このオプションを選択すると、制限または表示

する最大行数も選択できます。
• 向き — 積み重ね方向を選択します。

• 自動 — Amazon マネージド Grafana は、最適な方向と考えられるものを選択します。
• 水平 — バーは左から右に水平に伸びます。
• 垂直 — バーは上から下に垂直に伸びます。

• しきい値ラベルを表示 — しきい値を表示するかどうかを選択します。
• しきい値マーカーを表示 — 内側のゲージ値範囲の外側にしきい値バンドを表示するかどうかを選択しま

す。
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ジオマップパネル

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

ジオマップパネルのビジュアライゼーションでは、地理空間データを使用して世界地図を表示およびカス
タマイズできます。さまざまなオーバーレイスタイルとマップビュー設定を構成して、位置に基づく重要
なデータ特性に簡単に焦点を当てることができます。

データレイヤー

Geomap プラグインのデータレイヤーは、ベースマップ上で地理空間データをどのように視覚化するかを
決定します。

ロケーション

ジオマップパネルには地理データのソースが必要です。このデータはデータベースクエリから取得され、
データには4つのマッピングオプションがあります。

• 位置データを自動的に検索します。このオプションは、クエリが次のデータフィールド名のいずれかに
基づいている場合に使用します。
• ジオハッシュ:「ジオハッシュ」
• 緯度:「緯度」、「緯度」
• 経度:「経度」、「経度」、「経度」
• ルックアップ:「ルックアップ」

• Coords は、クエリが座標データを保持することを指定します。データベースクエリから緯度と経度の数
値データフィールドを選択するように求められます。

• Geohash は、クエリがジオハッシュデータを保持することを指定します。データベースクエリから 
geohash の文字列データフィールドを選択するように求められます。

• Lookup は、クエリが値にマッピングする必要のある場所名データを保持することを指定します。デー
タベースクエリからルックアップフィールドを選択するように求められ、 gazetteer.  gazetteer
は、クエリしたデータを地理的なポイントにマッピングするために使用されるディレクトリです。

マーカーレイヤー

マーカーレイヤーでは、データポイントを円、正方形、三角形、星などのさまざまなマーカー形状として
表示できます。

• マーカーカラーは、マーカーの色を設定します。デフォルトの固定サイズでは、すべてのポイントが単
一色に保たれます。データポイントの値としきい値セクションで設定したしきい値に応じて、複数の色
を使用する代替オプションがあります。

• マーカーサイズは、マーカーのサイズを設定します。デフォルトは Fixed size、データポイントに関
係なくすべてのマーカーサイズを同じにします。ただし、対応するデータポイントに合わせて円を拡大
縮小するオプションもあります。  MinMax マーカーサイズは、マーカーレイヤーがこれらの範囲内で
拡大縮小できるように設定する必要があります。

• マーカーシェイプを使用すると、データポイントをさまざまな方法で視覚化できます。
• [Circle] (円形)
• [Square] (平方)
• 三角形
• 十字架
• X

• フィルの不透明度は、各マーカーの透明度を設定します。

490



Amazon Managed Grafana ユーザーガイド
パネル

ヒートマップレイヤー

ヒートマップレイヤーは、さまざまなデータポイントをクラスター化して、密度の異なる場所を視覚化し
ます。ヒートマップレイヤーを追加するには、[データレイヤー] で [ヒートマップ] を選択します。

マーカーと同様に、どのデータポイントをどのように視覚化するかを決定するためのさまざまなオプショ
ンが求められます。

• ウェイト値は、ヒートマップクラスターの強度を設定します。固定値では、すべてのデータポイントで
一定の重み値が維持されます。この値は 0～1 の範囲で指定する必要があります。マーカーと同様に、
ドロップダウンには、データ値に応じてウェイト値を自動的にスケーリングする代替オプションがあり
ます。

• Radius はヒートマップクラスターのサイズを設定します。
• ぼかしは、各クラスターのぼかしの量を設定します。

グラフパネル

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

グラフパネルは、線、点線、または一連のバーとしてレンダリングできます。このタイプのグラフは汎用
性が高く、ほとんどすべての時系列データを表示できます。

データオプションとフィールドオプション

グラフビジュアライゼーションを使用する場合、次のオプションを適用できます。

• トランスフォーメーション (p. 465)
• アラート。これは、アラートを設定できる唯一の視覚化タイプです。詳細については、「Grafana ア

ラート (p. 566)」を参照してください。
• しきい値 (p. 514)

表示オプション

ビジュアライゼーションを微調整するには、次の設定を使用します。

• バー — 値を棒グラフとして表示します。
• 線 — 値を折れ線グラフとして表示します。
• 線の幅 — シリーズの線の幅を指定します。デフォルトは 1 です。
• 階段 — 隣接する点を階段として描きます。
• エリアフィル — シリーズのカラーフィルの量を指定します。デフォルトは 1 で、0 は「なし」です。
• フィルグラデーション — エリアフィルのグラデーションの度合いを指定します。デフォルトは 0 で、

勾配はありません。10 は急な勾配です。
• ポイント — 値のポイントを表示します。
• ポイント半径 — ポイントの大きさを制御します。
• アラートしきい値 — パネルにアラートしきい値と地域を表示します。

スタッキングとヌル値

• スタック — 各シリーズは別のシリーズの上に積み重ねられます。
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• パーセント — 各シリーズは、すべてのシリーズの合計に対するパーセンテージとして表示されます。こ
のオプションは、「スタック」を選択した場合に使用できます。

• NULL 値 — NULL 値の表示方法を指定します。これは重要な設定です。以下の注を参照してください。
• connected — シリーズにギャップがある場合、つまり 1 つ以上の NULL 値がある場合、その行はその

ギャップをスキップして次の NULL 以外の値に接続します。
• null 系列にギャップがある場合 (つまり NULL 値の場合)、グラフの線が折れてギャップが表示されま

す。これはデフォルトの設定です。
• null as zero — シリーズにギャップがある場合 (つまり NULL 値の場合)、グラフパネルにゼロ値とし

て表示されます。

Important

サーバーのCPU負荷を監視していて、負荷が 100% に達すると、サーバーはロックアップし、統
計を送信するエージェントは負荷統計を収集できなくなります。これはメトリクスのギャップに
つながり、デフォルトの NULL 設定を使用すると、Amazon Managed Grafana はそのギャップを
表示し、何か問題があることを示します。これを connected に設定すると、この信号を見逃しや
すくなります。

ホバーツールチップ

これらの設定を使用して、グラフのビジュアライゼーションにカーソルを合わせたときに表示されるツー
ルチップの外観を変更します。

• モード — ホバーツールチップに表示するシリーズの数を指定します。
• すべてのシリーズ — ホバーツールチップには、グラフ内のすべてのシリーズが表示されます。ツール

チップのシリーズリストで、Grafana ワークスペースは一時停止しているシリーズを太字で強調表示
します。

• 単一 — ホバーツールチップには、グラフで一時停止している系列が 1 つだけ表示されます。
• ソート順序 —「全シリーズ」モードを選択した場合、ホバーツールチップに表示されるシリーズの順序

をソートします。グラフを一時停止すると、Amazon マネージド Grafana は線に関連する値を表示しま
す。一般的に、ユーザーは最大値または最低値に最も関心があります。これらの値をソートすると、必
要なデータを見つけやすくなります。
• なし — ツールチップ内のシリーズの順序は、クエリのソート順序によって決まります。たとえば、シ

リーズをシリーズ名のアルファベット順にソートできます。
• 増加中 — ホバーツールチップの系列は、値順、昇順でソートされ、最も低い値がリストの一番上に表

示されます。
• 減少 — ホバーツールチップ内のシリーズは、値順、降順でソートされ、最も大きい値がリストの一番

上に表示されます。

シリーズオーバーライド

系列オーバーライドにより、グラフパネル内の系列を他の系列とは異なる方法でレンダリングできます。
表示オプションはシリーズごとにカスタマイズすることも、正規表現ルールを使用してカスタマイズする
こともできます。たとえば、ある系列を目立たせるために線幅を太くしたり、右側の Y 軸に移動したりで
きます。

複数のシリーズオーバーライドを追加できます。

シリーズオーバーライドを追加するには

1. 「シリーズオーバーライドを追加」を選択します。
2. 「Alias」または「regex」で、シリーズを入力または選択します。フィールドを選択すると、利用可

能なシリーズのリストが表示されます。

たとえば、/Network.*/Network outとという名前の 2Network in つの系列が一致します。
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3. + を選択し、シリーズに適用するスタイルを選択します。各エントリに複数のスタイルを追加できま
す。

• バー — 系列を棒グラフとして表示します。
• 折れ線 — 系列を折れ線グラフとして表示します。
• ラインフィル — エリアフィル付きの折れ線グラフを表示します。
• 塗りつぶしグラデーション — エリアフィルのグラデーション量を指定します。
• 線幅 — 線幅を設定します。
• ヌルポイントモード — このオプションを使用して NULL 値を無視するか、ゼロに置き換えます。これ

は、データのギャップを無視したい場合に重要です。
• 以下に入力してください — 2つのシリーズの間の領域を埋めてください。
• 階段線 — シリーズを階段線として表示します。
• ダッシュ — ダッシュ付きの線を表示します。
• 非表示のシリーズ — シリーズを非表示にします。
• ダッシュの長さ — ラインのダッシュの長さを設定します。
• ダッシュスペース — ライン内のダッシュ間のスペースの長さを設定します。
• ポイント — シリーズを個別のポイントとして表示します。
• ポイント半径 — ポイントレンダリングの半径を設定します。
• スタック — シリーズのスタックグループを設定します。
• 色 — シリーズの色を設定します。
• Y 軸 — シリーズの Y 軸を設定します。
• Z-index — シリーズの Z インデックス (レンダリング順序) を設定します。このオプションは、棒グラフ

や面グラフなど、さまざまなスタイルを重ねる場合に重要です。
• 変換 — 値を負に変換して Y 軸の下にレンダリングします。
• 凡例 — シリーズを凡例に表示するかどうかを制御します。
• ツールチップに非表示 — グラフのツールチップにシリーズを表示するかどうかを制御します。

[Axes] (軸)

これらのオプションを使用して、ビジュアライゼーション内の軸の表示を制御します。

左 Y /右 Y

オプションは両方の Y 軸で同じです。

• 表示 — 軸を表示するか非表示にするかを選択します。
• 単位 — Y 値の表示単位を選択します。
• スケール — Y 値に使用するスケール (線形、対数) を選択します。デフォルトはリニアです。
• Y-Min — Y の最小値。デフォルトは auto です。
• Y-最大 — Y の最大値。デフォルトは auto です。
• 小数 — Y 値に表示する小数点以下の桁数を定義します。デフォルトは auto です。
• ラベル — Y 軸のラベルを指定します。デフォルトは「」です。

Y 軸

• 整列 — 左と右の Y 軸を値で整列します。デフォルトはオフ/falseです。
• レベル — 左右の Y 軸の位置合わせに使用する値を、Y=0 から開始して入力します。デフォルトは 0 で

す。このオプションは、[位置合わせ] を選択した場合に使用できます。
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X 軸線

• 表示 — 軸を表示するか非表示にするかを選択します。
• モード — 表示モードは、グラフパネルの表示を完全に変更します。3つのパネルが1つになったような

ものです。メインモードは X 軸に時間がある時系列モードです。他の2つのモードは、時間の代わりにX
軸に系列を表示する基本的な棒グラフモードとヒストグラムモードです。
• 時間 (デフォルト) — X 軸は時間を表し、データは時間別 (時間別、分単位など) にグループ化されま

す。
• 系列 — データは時間別ではなく系列別にグループ化されます。Y 軸は引き続き値を表します。

• 値 — これは値に使用する集計タイプです。デフォルトは合計 (値を合計した値) です。
• ヒストグラム — このオプションはグラフをヒストグラムに変換します。ヒストグラムは、数値を範囲

にグループ化する棒グラフの一種で、バケットやビンと呼ばれることもあります。バーが高いほど、
その範囲に含まれるデータが多いことを示します。

ヒストグラムの詳細については、「「」を参照してくださいヒストグラムとヒートマップの概
要 (p. 55)。
• バケット — 値をグループ化する基準となるバケットの数を設定します。空欄のままにする

と、Amazon マネージド Grafana は適切な数のバケットを計算しようとします。
• X-Min — この最小制限を下回る値をヒストグラムから除外します。
• X-Max — この最大制限を超える値を除外します。

凡例

これらの設定を使用して、ビジュアライゼーションでの凡例の表示方法を調整します。

オプション

• 表示 — オフにすると凡例が非表示になります。デフォルトは選択されています (true)。
• As Table — 選択すると、テーブルに凡例が表示されます。デフォルトはオン (true) です。
• 右側 — 選択すると、右側に凡例が表示されます。
• 幅 — 凡例の最小幅をピクセル単位で入力します。このオプションは、[右へ] を選択した場合に使用でき

ます。

値

凡例名の横に追加の値を表示できます。

• Min — メトリクスクエリから返される最小値。
• Max — メトリクスクエリから返される最大値。
• Avg — メトリクスクエリから返された平均値。
• Current — メトリクスクエリから返された最後の値。
• 合計 — メトリクスクエリから返されたすべての値の合計。
• 小数 — 凡例値とグラフホバーツールチップに表示される小数点以下の桁数。

Amazon マネージド Grafana は、クライアント側でクライアント側で凡例値を計算します。これらの凡例
値は、メトリッククエリが使用している集計またはポイント統合のタイプによって異なります。上記のす
べての凡例値を同時に修正できるわけではありません。

たとえば、平均をアグリゲーターとして使用しているようなリクエスト/秒のレートをプロットした場合、
凡例の合計はリクエストの合計数を表しません。これは、Amazon マネージド Grafana が受け取ったすべ
てのデータポイントの合計に過ぎません。
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シリーズを非表示にする

指標クエリの系列の値がすべて特定の値の場合、系列を非表示にします。

• NULL のみの場合 — 値=NULL (デフォルトはオフ)
• ゼロのみ — 値=ゼロ (デフォルトはオフ)

タイムリージョン

週末、営業時間、勤務時間外など、特定の時間帯をグラフ上で強調表示して見やすくすることができま
す。設定されているすべてのタイムリージョンはUTC時間を指します。

ヒートマップ

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

ヒートマップパネルを視覚化すると、ヒストグラムを時系列で表示できます。ヒストグラムの詳細につい
ては、「「」を参照してくださいヒストグラムとヒートマップの概要 (p. 55)。

座標軸オプション

これらの設定を使用して、ビジュアライゼーションでの軸の表示方法を調整します。

Y 軸

• 単位 — Y 軸値の表示単位
• スケール — Y 軸の値に使用するスケール

• リニア — リニアスケール
• log (2 を底とする対数スケール) — 底が 2 の対数スケール
• log (10 を底とする対数スケール) — 10 を底とする対数スケール
• log (基数 32) — 底が 32 の対数スケール
• 対数 (1024 を底とする対数スケール) — 底が 1024 の対数スケール

• Y-Min — Y の最小値 (デフォルトはauto)
• Y-Max — Y の最大値 (デフォルトはauto)
• 小数 — Y 軸の値をレンダリングする小数点以下の桁数 (デフォルトはauto)

バケット
Note

データ形式が時系列バケットの場合、このセクションは使用できません。

• Y 軸バケット — Y 軸が分割されるバケットの数。
• サイズ — 各 Y 軸バケットのサイズ (Scale が線形の場合のみ表示)。このオプションは Y 軸バケットよ

りも優先されます。
• スプリットファクター — (スケールが対数 (基数 2) 以上の場合にのみ表示されます)。デフォルトで

は、Amazon マネージド Grafana は y 値をログベースで分割します。このオプションを使用すると、各
デフォルトバケットを指定した数のバケットに分割できます。

• X 軸バケット — X 軸が分割されるバケットの数。
• サイズ — 各 X 軸バケットのサイズ。数値または時間間隔 (10 秒、5 分、1 時間など) サポートされるイ

ンターバル:ミリ秒、秒、メートル、時間、秒、w、M、y このオプションは X 軸バケットよりも優先さ
れます。
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バケットバウンド

データ形式が時系列バケットの場合、データソースはバケットバインドを表す名前のシリーズを返しま
す。ただし、データソースによっては、範囲が上限または下限になる場合があります。このオプションを
使用して、バウンドタイプを調整できます。自動が設定されている場合、パネルのデータソースタイプに
基づいてバインドオプションが選択されます。

バケットサイズ

Amazon Managed Grafana は、バケット数とサイズのオプションを使用して、ヒートマップ内の各セルの
大きさを計算します。バケットサイズは、カウント (最初の入力ボックス) またはサイズ間隔の指定によっ
て定義できます。Y 軸の場合、サイズ間隔は単なる値です。X バケットの場合、Size 入力に時間間隔を指
定できます。たとえば、時間範囲をに設定できます1h。これにより、セルは X 軸の幅が 1 h になります。

[Data format] (データ形式)

「フォーマット」リストでオプションを選択します。

• 時系列 — Amazon マネージド Grafana は、すべての時系列値を調べることでバケット化を行います。
バケットのサイズと間隔は Buckets オプションで設定されます。

• 時系列バケット — 各時系列はすでに Y 軸バケットを表しています。時系列名 (エイリアス) は、バケッ
トの上限または下限間隔を表す数値でなければなりません。Grafana ワークスペースはバケット化を行
わないため、バケットサイズのオプションは非表示になっています。

表示オプション

これらの設定を使用してビジュアライゼーションを微調整します。

カラー

カラースペクトルは、(各バケット内の) 値カウントと各バケットに割り当てられた色との間のマッピング
を制御します。スペクトルの左端の色は最小カウントを表し、右端の色は最大カウントを表します。ライ
トテーマを使用すると、一部の配色が自動的に反転します。

カラーモードを不透明度に変更することもできます。この場合、色は変わりませんが、不透明度はバケッ
ト数によって変わります。

• Mode (モード)
• 不透明度 — セルの不透明度で表されるバケット値。不透明なセルは最大値を意味します。

• 色 — セルの基本色。
• スケール — バケットの値を不透明度にマッピングするためのスケール。

• 線形 — 線形スケール。バケットの値は不透明度に直線的にマップされます。
• sqrt — パワースケール。セルの不透明度はで計算されます。ここでvalue ^ k、kは設定された

指数値です。指数がより小さい場合は1、対数目盛になります。指数がより大きい場合は1、指数
関数的なスケールが得られます。の場合1、スケールはリニアと同じになります。

• 指数 — 指数の値で、より大きい0。
• spectrum — セルの色で表されるバケット値。

• スキーム — モードがスペクトラムの場合は、カラースキームを選択します。

カラースケール

デフォルトでは、Amazon マネージド Grafana はバケットの最小値と最大値に基づいてセルの色を計算し
ます。Min と Max では、これらの値を上書きできます。バケット値を Z 軸、最小値と最大値をそれぞれ 
Z-Min と Z-Max と考えてください。

• Min — セルの色の計算に使用される最小値。バケット値が Min より小さい場合は、最小色にマップされ
ます。デフォルトは series min value です。
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• Max — セルの色の計算に使用される最大値。バケットの値が Max より大きい場合は、最大色にマップ
されます。デフォルトは series max value です。

凡例

ビジュアライゼーションにヒートマップの凡例を表示するかどうかを選択します。

バケット

• ゼロを非表示 — 値がゼロのセルを描画しないでください。
• スペース — セル間のスペースをピクセル単位で設定します。デフォルトは 1 ピクセルです。
• ラウンド — セルの丸みをピクセル単位で設定します。デフォルトは0です。

Tooltip

• ツールチップを表示 — ヒートマップツールチップを表示します。
• ヒストグラム — ツールチップに Y 軸ヒストグラムを表示します。ヒストグラムは、特定のタイムスタ

ンプのバケット値の分布を表します。
• 小数 — バケット値をレンダリングする小数点以下の桁数を設定します (デフォルトはauto です)。

ヒストグラムパネル

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

ヒストグラムを視覚化すると、値の分布が計算され、棒グラフとして表示されます。Y 軸と各バーの高さ
は各ブラケットに入る値の数を表し、X 軸は値の範囲を表します。

ヒストグラムの視覚化は、時系列と 1 つ以上の数値フィールドを含むすべてのテーブル結果をサポートし
ます。

表示オプション

以下のオプションを使用してビジュアライゼーションを微調整します。

バケットサイズ

バケットのサイズ。自動バケットサイズ設定のため空欄のままにしておきます (全範囲の 10% 以下)。

バケットオフセット

最初のバケットをゼロから始めてはいけない場合。ゼロ以外のオフセットは、集約ウィンドウをシフトし
ます。たとえば、デフォルトのオフセットが 0 で 0 ～ 5、5 ～ 10、10 ～ 15 の 5 サイズのバケットは、オ
フセット 2 で 2 ～ 7、7 ～ 12、12 ～ 17 になります。この場合、0、5、または 10 のオフセットでは、事
実上何も起こりません。通常、このオプションは自動ではなくバケットサイズを明示的に定義して使用し
ます。この設定を有効にするには、オフセット量を 0 より大きく、バケットサイズより小さくする必要が
あります。この範囲外の値も、この範囲内の値と同じ効果があります。

コンバインシリーズ

これにより、すべてのシリーズとフィールドが結合されたヒストグラムにマージされます。

線幅はバーの線幅を制御します。
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フィルの不透明度は、バーのフィルの不透明度を制御します。

グラデーションモードは、グラデーションフィルのモードを設定します。塗りつぶしのグラデーション
は線の色に基づいています。色を変更するには、標準のカラースキームフィールドオプションを使用しま
す。グラデーションの外観は、フィルの不透明度設定の影響を受けます。

• なし — グラデーションフィルなし。これがデフォルト設定です。
• 不透明度 — グラデーションの透明度は Y 軸の値に基づいて計算されます。フィルの不透明度は、Y 軸

の値とともに増加しています。
• 色相 — グラデーションカラーは、線の色の色相に基づいて生成されます。

ツールチップモードグラフの上にカーソルを置くと、Grafana はツールチップを表示できます。ツール
チップの動作方法を選択してください:

• シングル — ホバーツールチップには、カーソルを合わせているシリーズのみが表示されます。
• すべて — ホバーツールチップには、ビジュアライゼーション内のすべてのシリーズが表示されま

す。Grafana は、ツールチップのシリーズリストでカーソルを合わせたシリーズを太字で強調表示しま
す。

• 非表示 — ツールチップを表示しません。

Note

オーバーライドを使用して、ツールチップから個々のシリーズを非表示にします。

レジェンドオプション

凡例オプションを有効にすると、値のマッピングまたは閾値括弧のいずれかを表示できます。値マッピ
ングを凡例に表示するには、標準オプションの「配色」オプションを「単色」または「クラシックパレッ
ト」に設定することが重要です。凡例内の閾値ブラケットを確認するには、カラースキームを [しきい値か
ら] に設定します。

凡例モードこれらの設定を使用して、ビジュアライゼーションでの凡例の表示方法を調整します。

• リスト — 凡例をリストとして表示します。これはレジェンドのデフォルトの表示モードです。
• 表 — 凡例を表として表示します。
• 非表示 — 凡例を非表示にします。

レジェンドの配置レジェンドを配置する場所を選択します。

• 下 — グラフの下
• 右 — グラフ右横のグラフ右横にあります。

レジェンド計算

凡例に表示する計算を選択します。詳細については、「計算リスト (p. 519)」を参照してください。

ログパネル

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。
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ログパネルの視覚化には、Elastic、Influx、Lokiなど、ログをサポートするデータソースからのログ行が表
示されます。通常、このパネルはグラフパネルの横に使用して、関連プロセスのログ出力を表示します。

ログパネルには、[クエリ] タブに入力されたクエリの結果が表示されます。複数のクエリの結果はマージ
され、時間順にソートされます。データソースから返される行数が表示しきれない場合は、パネル内をス
クロールできます。

レンダリングされる行数を制限するには、クエリオプションの [最大データポイント] 設定を使用できま
す。設定されていない場合、通常、データソースはデフォルトの制限を適用します。

表示オプション

次の設定を使用してビジュアライゼーションを微調整します。

• 時間 — 時間列を表示または非表示にします。これは、データソースから報告されたログ行に関連するタ
イムスタンプです。

• 固有ラベル — 固有ラベル列を表示または非表示にします。この列には、一般的でないラベルのみが表示
されます。

• 行の折り返し — 行の折り返しを切り替えます。
• 順序 — 結果を降順または昇順で表示します。デフォルトは降順で、最新のログが最初に表示されま

す。Ascending に設定すると、最も古いログ行が最初に表示されます。

ニュースパネル

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

このパネルに RSS フィードが表示されます。デフォルトでは、Grafana Labs ブログの記事が表示されま
す。

「表示」セクションの「URL」フィールドに、RSS フィードの URL を入力します。このパネルタイプは
他のクエリを受け付けません。

ノードグラフパネル (ベータ)

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

ノードグラフパネルは、有向グラフまたはネットワークを視覚化します。ディレクテッドフォースレイア
ウトを使用してノードを効果的に配置するため、複雑なインフラストラクチャマップ、階層、または実行
図の表示に役立ちます。

データの要件

ノードグラフパネルにノードとエッジを表示するには、特定の形状のデータが必要です。このパネルで
は、すべてのデータソースまたはクエリを視覚化できるわけではありません。

ノードグラフのビジュアライゼーションは、ノードとエッジで構成されています。

• ノードは円で表示されます。ノードは、アプリケーション、サービス、またはアプリケーションの観点
から見ると関連するその他のあらゆるものを表すことができます。

• エッジは 2 つのノードをつなぐ線として表示されます。接続は、リクエスト、実行、または 2 つのノー
ド間のその他の関係である可能性があります。
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ノード

通常、ノードにはノード内に 2 つの統計値が表示され、ノードのすぐ下に 2 つの識別子 (通常は名前とタ
イプ) が表示されます。ノードには、ノードの周りに別の値のセットを色の円として表示することもでき
ます。異なる色のセクションは異なる値を表し、合計すると 1 になるはずです。たとえば、エラーの割合
を円の赤い部分で表すことができます。

ノードを選択すると表示されるコンテキストメニューに、その他の詳細を表示できます。また、コンテキ
ストメニューには、Grafana ワークスペースの他の部分や外部リンクをターゲットにするリンクを追加す
ることもできます。

[Edges] (エッジ)

エッジにカーソルを合わせると、エッジに統計情報が表示されることもあります。ノードと同様に、エッ
ジを選択すると追加の詳細やリンクを含むコンテキストメニューを開くことができます。

AWS X-Rayこの視覚化をサポートする最初のデータソースは、サービスマップ機能のデータソースです。
詳細については、「AWS X-Ray (p. 106)」を参照してください。

ノードを選択すると表示されるコンテキストメニューに、その他の詳細を表示できます。また、コンテキ
ストメニューには、Grafana ワークスペースの他の部分や外部リンクをターゲットにするリンクを追加す
ることもできます。

ノードグラフのナビゲーション

ノードまたはエッジの外側を選択してマウスをドラッグすると、ノードグラフ内を画面移動できます。

ノードグラフの左上隅にあるボタンを使用してズームできます。

円グラフのパネル

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

円グラフには、1 つ以上のクエリから抽出された系列または系列の値が、互いに関連しているときに、円
の切れ端として表示されます。スライスの円弧の長さ、面積、中心角は、すべての値の合計に関係するた
め、すべてスライスの値に比例します。このタイプのグラフは、小さな値のセットを見た目にも美しい形
で簡単に比較したい場合に最適です。

円グラフの視覚化では、次のオプションを適用できます。

• トランスフォーメーション (p. 465).
• フィールドオプションとオーバーライド (p. 473).
• しきい値 (p. 514).

オプション

次のオプションを使用して、視覚化を絞り込むことができます。

• 表示 — 表示する情報の量を選択します。Calculate は、各値を系列ごとに 1 つの値に減らします。すべ
ての値には、1 つのシリーズのすべての値が表示されます。

• 計算 —「計算」を選択したときに、各系列を減らす計算を選択します。利用可能な計算の詳細について
は、「」を参照してください計算リスト (p. 519)。

• 制限 — 1 つのシリーズのすべての値を表示する場合、表示される値の数が制限されます。
• フィールド — 視覚化に表示するフィールドを選択します。

• 数値フィールド — 数値を含むすべてのフィールド。
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• すべてのフィールド — 変換によって削除されないすべてのフィールド。
• 時間 — 時間値を含むすべてのフィールド。

Labels

円グラフに表示するラベルを選択します。複数選択できます。

• 名前 — シリーズまたはフィールド名。
• パーセント — 全体のパーセンテージ。
• 値 — 未処理の数値。

ラベルはグラフ本体の上に白く表示されます。より見やすくするには、グラフの色を暗くする必要がある
場合があります。長い名前や数字は切り取られる可能性があります。

凡例の配置と値

凡例を表示する場所を選択します。

• 下 — チャートの下。
• 右 — グラフの右側。

複数の値を選択して凡例に表示できます。パーセントは全体のパーセンテージで、値は未処理の数値で
す。

プロットパネル

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

Plotlyパネルは、オープンソースのJavaScriptグラフライブラリであるPlotlyを使用してチャートをレンダリ
ングします。

データ、レイアウト、Config フィールドは、Plotlyのドキュメントで説明されている一般的なパラメータと
一致します。JSON 形式である必要があります。

データソースから提供されたデータは、Plotlyチャートに注入する前に、ユーザー定義のスクリプトを介し
て変換できます。このスクリプトには 2 つの引数が含まれます。

• data— データソースから返されたデータ。
• variables— 現在のダッシュボードの Grafana 変数を含むオブジェクト (p. 549) (ユーザー変数とい

くつかのグローバル変数:__from、__to、__interval、および__interval_ms)。

スクリプトは、、、configおよびの 1 つ以上のプロパティを持つオブジェクトを返す必要がありま
すframes。datalayout次に例を示します。

let x  = data.series[0].fields[0].values.buffer
let y  = data.series[0].fields[1].values.buffer
let serie = { 
    x : x, 
    y : y, 
    name : variables.project //where project is the name of a Grafana’s variable
}

return { 
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    data : [serie], 
    config : { 
    displayModeBar: false 
    }
}

スクリプトによって返されたオブジェクトと、Data、Layout、Config の各フィールドに入力された JSON 
がマージされます (ディープマージ)。

スクリプトが指定されていない場合、パネルはデータ、レイアウト、およびConfig フィールドのみを使用
します。

サンキーパネル

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

サンキーパネルには、フローの幅が選択したメトリックに比例して、フローデータを視覚化するのに適し
たサンキーダイアグラムが表示されます。次の画像は、送信元と宛先の 2 つのグループを含むサンキーダ
イアグラムを示しています。

仕組み

サンキーパネルには、フローのソースと宛先の 2 列以上のデータが必要です。クエリでは、データを少な
くとも 2 つのグループにグループ化する必要があります。パネルは、データポイントの最初の列からクエ
リの順序で最後の列へのリンクを描画します。リンクの太さは、クエリの指標によって割り当てられた値
に比例します。

カスタマイズ

• リンク — 現在、リンクの色にはマルチとシングルの2つのオプションがあります。デフォルトでは
マルチカラーです。リンクの色を 1 つ選択するには、[単一リンクの色のみ] オプションを切り替え
て、Grafana のカラーピッカーから色を選択します。

• ノード — ノードカラーオプションを変更することで、長方形のノードの色を変更できます。
• ノード幅 — ノードの幅は、ノード幅スライダーまたは入力ボックスに数値を入力して調整できます。こ

の数値は整数である必要があります。
• ノードパディング — ノード間の垂直パディングは、ノードパディングスライダーまたは入力ボックスに

数値を入力して調整できます。この数値は整数である必要があります。リンクが薄すぎる場合は、この
数を調整してみてください
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• ヘッダー — 列ヘッダーは、エディターパネルの表示名オーバーライドを使用して変更できます。テキス
トカラーで選択した色と同じ色になります。

• サンキーレイアウト — サンキーリンクのレイアウトは、レイアウトイテレーションスライダーを使用し
て少し調整できます。この数は整数でなければならず、レイアウトの生成に使用される緩和反復回数で
す。

散布図の表示

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

散布図パネルには、他のグラフパネルよりもシンプルなインターフェースでテーブルデータのX/Y散布図
が表示されます。グラフパネルとは異なり、散布図パネルではデータが時系列である必要はありません。
スキャッターパネルには、2 つ以上の数値列のデータを含むテーブル形式のデータセットが必要です。

そのうちの 1 つを X 軸に割り当てることができます。1 つ以上を一連の Y 軸の値に割り当てて、その結果
得られるデータを一連のドットとしてプロットできます。各系列では、オプションで統計的ベストフィッ
トのいずれかを使用して回帰直線を表示することもできます。

スキャッターパネルの作成

次の手順は、散布図の一覧から、散布図を作成する方法を説明します。この例では、男の子と女の子の年
齢別の平均身長を示すデータがあると仮定します。次の表にはAge、Boys、Girls、、が3列の数値で構
成されます。HEIGHT

年齢 少年の身長 女の子の身長

5 109.7 109.5

6 115.6 115.4

7 121.1 120.8

8 126.3 126

9 131.3 131.3

10 136.2 137.1

11 141.2 143.2

12 147 148.7

13 153.6 152.6

14 159.9 155.1

15 164.4 156.7

16 167.3 157.6

17 169 158

18 170 158.3

19 170.8 158.6
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散布図を作成する

1. Grafana ダッシュボードで、[パネルを追加] を選択します。パネルの追加の詳細については、「」を
参照してくださいパネルを追加または編集する (p. 459)。

2. クエリには、必要なデータを返すクエリを記述します。この場合、次のようなクエリを使用しま
すSELECT * FROM HEIGHT。

3. スキャッタービジュアライゼーションを選択します。

これにより、最初の列を X 軸、他の数値列を Y 軸とする散布図が作成されます。

設定オプション

スキャッターパネルには、次の 4 つのカスタム構成オプションがあります。

• X 軸 — X 軸として使用するフィールド、範囲、タイトル、軸の情報を表示できます。
• Y 軸 — 各フィールドの表示オプション、軸の範囲とタイトル情報など、Y 軸に表示するフィールドを選

択できます。各フィールドに回帰直線を表示するように選択することもできます。回帰直線の構成の詳
細については、次の情報を参照してください。

• 凡例 — パネルの凡例をオンまたはオフにしたり、凡例内のテキストのサイズを選択したりできます。
• 表示 — グリッドの色や境界線のスタイルなど、グラフの他のオプションを設定できます。

回帰直線の設定

各 Y 軸データセットには、個々の点に加えて 1 本の線を表示できます。線種には 5 つのオプションがあり
ます。

• なし — 回帰直線を表示しません。
• シンプル — データセットのポイントをつなぐ回帰直線を表示します。
• 線形 — 最小二乗法のベストフィット法を使用して直線を表示します。
• 指数関数 — 指数関数的に最適な回帰直線を表示します。
• 検出力—検出力の最適な回帰線を表示します。

スタットパネル

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

統計パネルには、オプションのグラフスパークラインの付いた1つの大きな統計値が表示されます。しきい
値を使用して背景または値の色を制御できます。

デフォルトでは、統計パネルには次のいずれかの画面が表示されます。

• 1 つのシリーズまたはフィールドの値のみ。
• 複数のシリーズまたはフィールドの値と名前の両方。

テキストモードオプションを使用して、テキストを表示するかどうかを制御できます。

データオプションとフィールドオプション

統計情報を視覚化すると、以下のオプションを適用できます。

• トランスフォーメーション (p. 465).
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• フィールドオプションとオーバーライド (p. 473).
• しきい値 (p. 514).

自動レイアウト調整

パネルは、ダッシュボードで使用可能な幅と高さに応じてレイアウトを自動的に調整します。パネルが小
さくなりすぎると、グラフ (スパークライン) が自動的に非表示になります。

表示オプション

以下のオプションを使用してビジュアライゼーションを微調整します。

• 表示 — Amazon マネージド Grafana がデータをどのように表示するかを選択します。
• 計算 — すべての行に基づいて計算された値を表示します。

• 計算 — 適用する計算を選択します。利用可能な計算の詳細については、「」を参照してください計
算リスト (p. 519)。

• すべての値 — 行ごとに個別の統計情報を表示します。
• 制限 — 表示する行の最大数を指定します。

• フィールド — このパネルに含めるフィールド名またはフィールドタイプ ([すべてのフィールド] または 
[数値フィールド] を含む) を選択します。

• 値 — Amazon Managed Grafana が多数のフィールドを 1 つの値に減らすために使用するリデューサー
関数を選択します。バリューリストを選択すると、機能と簡単な説明が表示されます。

• 向き — 積み重ね方向を選択します。
• 自動 — Amazon マネージド Grafana は、最適な方向と考えられるものを選択します。
• 水平 — バーは左から右に水平に伸びます。
• 垂直 — バーは上から下に垂直に伸びます。

• テキストモード — テキストモードオプションを使用して、パネルに表示するテキストを制御できます。
名前と色だけが重要で、値が重要でない場合は、テキストモードを名前に変更します。この値は今でも
色の決定に使用され、ツールチップに表示されます。
• 自動 — データに複数のシリーズまたはフィールドが含まれている場合は、名前と値の両方を表示しま

す。
• 値 — 値のみを表示し、名前は表示しません。名前はツールチップに表示されます。
• 値と名前 — 常に値と名前を表示します。
• 名前 — 値の代わりに名前を表示します。値がツールヒントに表示されます。
• なし — 何も表示しない (空)。名前と値がツールチップに表示されます。

• カラーモード — カラーモードを選択します。
• 値 — 値とグラフ領域のみに色を付けます。
• 背景 — 背景にも色を付けます。

• グラフモード — グラフモードを選択します。
• なし — グラフを非表示にし、値のみを表示します。
• 面積 — 値の下に面積グラフを表示します。このオプションでは、クエリが時間列を返す必要がありま

す。
• 整列モード — 整列モードを選択します。

• 自動 — 値が 1 つだけ表示されている場合 (繰り返しなし)、値は中央に配置されます。複数の系列また
は行が表示されている場合、値は左揃えになります。

• 中心 — 統計値が中央に配置されます。

州タイムラインパネルの表示

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
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Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

ステートタイムラインパネルのビジュアライゼーションには、時間の経過に伴う個別の状態変化が表示さ
れます。各フィールドまたはシリーズは、独自の水平バンドとしてレンダリングされます。ステートリー
ジョンは値の有無にかかわらずレンダリングできます。このパネルは文字列やブーリアンの状態ではうま
く機能しますが、時系列でも使用できます。時系列で使用する場合、しきい値を使用して数値を離散状態
領域に変換します。

州のタイムラインオプション

以下のオプションを使用してビジュアライゼーションを微調整します。

等しい連続値を結合

Grafana が同じ値が隣り合っている場合に、それらの値をマージするかどうかを制御します。

値を表示

値をステートリージョン内にレンダリングするかどうかを制御します。十分なスペースがある場合、Auto 
は値をレンダリングします。

値を整列

ステート領域内の値の配置を制御します。

行の高さ

行間のスペースを制御します。1 = スペースなし = 0.5 = 50% スペース。

ライン幅

ステートリージョンの線幅を制御します。

フィルの不透明度

ステートリージョンの不透明度を制御します。

バリューマッピング

ブール値または文字列値に色を割り当てるには、を使用しますバリューマッピング (p. 479)。

しきい値付きの時系列データ

このパネルは時系列データにも使用できます。この場合、しきい値を使用して時系列を個別の色の状態領
域に変換します。

レジェンドオプション

凡例オプションを有効にすると、値のマッピングまたは閾値括弧のいずれかを表示できます。値マッピン
グを凡例に表示するには、[標準オプション] の [配色] オプションを [単色] または [クラシックパレット] に
設定することが重要です。凡例内の閾値ブラケットを確認するには、カラースキームを [しきい値から] に
設定します。

凡例モードこれらの設定を使用して、ビジュアライゼーションでの凡例の表示方法を調整します。

• リスト — 凡例をリストとして表示します。これはレジェンドのデフォルトの表示モードです。
• 表 — 凡例を表として表示します。
• 非表示 — 凡例を非表示にします。

レジェンドの配置レジェンドを配置する場所を選択します。
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• 下 — グラフの下
• 右 — グラフ右横のグラフ右横にあります。

ステータス履歴パネル

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

ステータス履歴の視覚化には、時間の経過に伴う定期的な状態が表示されます。各フィールドまたはシ
リーズは水平行としてレンダリングされます。ボックスはレンダリングされ、各値を中心に配置されま
す。

ステータス履歴の視覚化は、文字列、ブール値、数値フィールド、または時系列で機能します。時間
フィールドは必須です。値マッピングを使用して文字列に色を付けたり、テキスト値を数値範囲に割り当
てたりできます。

表示オプション

以下のオプションを使用してビジュアライゼーションを微調整します。

値を表示

値を値ボックス内にレンダリングするかどうかを制御します。十分なスペースがある場合、Auto は値をレ
ンダリングします。

列幅はボックスの幅を制御します。1=最大幅、0=最小幅。

ライン幅はステートリージョンのライン幅を制御します。

フィルの不透明度は、ステートリージョンのフィルの不透明度を制御します。

バリューマッピング

ブール値または文字列値に色を割り当てるには、を使用しますバリューマッピング (p. 479)。

しきい値付きの時系列データ

このパネルは時系列データにも使用できます。この場合、しきい値を使用してボックスが色付けされま
す。グラデーションカラースキームを使用して値に色を付けることもできます。

レジェンドオプション

凡例オプションを有効にすると、値のマッピングまたは閾値括弧のいずれかを表示できます。値マッピン
グを凡例に表示するには、[標準オプション] の [配色] オプションを [単色] または [クラシックパレット] に
設定することが重要です。凡例内の閾値ブラケットを確認するには、カラースキームを [しきい値から] に
設定します。

凡例モードこれらの設定を使用して、ビジュアライゼーションでの凡例の表示方法を調整します。

• リスト — 凡例をリストとして表示します。これはレジェンドのデフォルトの表示モードです。
• 表 — 凡例を表として表示します。
• 非表示 — 凡例を非表示にします。

レジェンドの配置レジェンドを配置する場所を選択します。

• 下 — グラフの下。
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• 右 — グラフ右横のグラフ右横にあります。

テーブルパネル

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

テーブルパネルは、時系列、テーブル、注釈、未加工の JSON データの複数のモードをサポートしていま
す。このパネルには、日付フォーマット、値のフォーマット、色分けのオプションもあります。

データオプションとフィールドオプション

テーブルビジュアライゼーションでは、次のオプションを適用できます。

• トランスフォーメーション (p. 465).
• フィールドオプションとオーバーライド (p. 473).
• しきい値 (p. 514).

表示オプション

• ヘッダーを表示 — データソースからインポートされた列名を表示または非表示にします。
• 昇順/降順でソート — 列のタイトルを選択して、ソート順序をデフォルトから降順、昇順に変更しま

す。選択するたびに、ソート順序はサイクル内の次のオプションに変わります。一度に 1 つの列のみで
ソートすることができます。

• テーブルフィールドオプション (p. 508)— 列幅、配置、セル表示モードなどのフィールドオプション
を変更します。

• フィルターテーブル列 (p. 509)— 列データの表示方法を一時的に変更します。たとえば、値を高いも
のから低いものの順に並べたり、特定の値を非表示にしたりできます。

注釈サポート

注釈は現在、新しいテーブルパネルではサポートされていません。

テーブルフィールドオプション

このセクションでは、使用可能なすべてのテーブルフィールドオプションについて説明します。オプショ
ンは Amazon マネージドGrafana と同じ順序で一覧表示されます。このトピックに記載されているオプ
ションは、テーブルパネルのビジュアライゼーションにのみ適用されます。

ほとんどのフィールドオプションは、編集中のフィールドオプションボックスの外側を選択するか、Enter 
キーを押すまでビジュアライゼーションに影響しません。

これらのオプションの適用の詳細については、「」すべてのフィールドを設定 (p. 473) と「」を参照し
てください特定のフィールドを設定 (p. 475)。

列のアラインメント

Amazon マネージド Grafana がセルの内容をどのように整列させるかを選択してください:

• Auto (デフォルト)
• 左
• 中央
• [Right] (右)
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列幅

デフォルトでは、Amazon マネージド Grafana はセルの内容に基づいて列の幅を自動的に計算します。こ
のフィールドオプションでは、設定をオーバーライドして、すべての列の幅をピクセル単位で定義できま
す。

たとえば、100フィールドに入力した場合、フィールドの外側を選択するとすべての列の幅が 100 ピクセ
ルに設定されます。

セルの表示モード

デフォルトでは、Amazon マネージド Grafana は自動的に表示設定を選択します。以下のいずれかのオプ
ションを選択して、すべてのフィールドを変更することで、設定を上書きできます。

Note

これらを [フィールド] タブで設定すると、表示モードは時間フィールドを含むすべてのフィー
ルドに適用されます。多くのオプションは、「オーバーライド」タブで設定すると最も効果的で
す。

カラーテキスト

しきい値を設定すると、フィールドテキストは適切なしきい値色で表示されます。

色の背景

しきい値を設定すると、フィールドの背景が適切なしきい値色で表示されます。

グラデーションゲージ

しきい値レベルはグラデーションを定義します。

液晶ゲージ

ゲージは小さなセルに分かれており、点灯しているものと点灯していないものがあります。

JSON ビュー

値はコードとしてフォーマットされて表示されます。値がオブジェクトの場合、値を一時停止する
と、JSON オブジェクトを参照できる JSON ビューが表示されます。

カラムフィルター

フィルターテーブル列

テーブルオプションで列フィルターをオンにすると、テーブルオプションをフィルターできます。詳細に
ついては、「テーブルフィールドオプション (p. 508)」を参照してください。

列フィルタリングを有効にする

1. Amazon Managed Grafana で、フィルタリングする列を含むテーブルが表示されているダッシュボー
ドを選択します。

2. フィルタリングするテーブルパネルで、パネルエディターを開く (p. 479).
3. 「フィールド」タブを選択します。
4. [テーブルオプション] で、[列フィルター] オプションをオンにします。

各列のタイトルの横にフィルターアイコンが表示されます。

列値をフィルタする

列の値をフィルターするには、列タイトルの横にあるフィルター (ファネル) アイコンを選択しま
す。Grafana ワークスペースには、その列のフィルターオプションが表示されます。
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表示する値の横にあるチェックボックスをオンにします。上部の検索フィールドにテキストを入力する
と、それらの値が画面に表示され、スクロールして検索しなくても選択できるようになります。

列フィルターをクリア

フィルターが適用された列には、タイトルの横に青いじょうごが表示されます。

フィルターを削除するには、青い漏斗アイコンを選択し、[フィルターをクリア] を選択します。

テキストパネル

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

テキストパネルを使用して、ダッシュボードの情報パネルと説明パネルを作成できます。

モードで、テキストのスタイルにマークダウンとHTMLのどちらを使用するかを選択し、下のボックスに
コンテンツを入力します。Grafana ワークスペースには、使い始めるのに役立つタイトルと段落が含まれ
ています。また、別のエディターのコンテンツを貼り付けることもできます。

時系列パネル

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

時系列パネルでは、時系列を線、点線、または一連の棒としてレンダリングできます。このタイプのグラ
フは汎用性が高く、ほとんどすべての時系列データを表示できます。

Note

グラフパネルのビジュアライゼーションを時系列ビジュアライゼーションに移行できます。移行
するには、「パネル」タブで「時系列可視化」を選択します。Grafana は該当するすべての設定
を転送します。

時系列ビジュアライゼーションでは、次のオプションを適用できます。

• トランスフォーメーション (p. 465)
• フィールドオプションとオーバーライド (p. 473)
• しきい値 (p. 514)

フィールドオプションを使用して、さまざまなタイプのグラフを作成したり、座標軸を調整したりするこ
ともできます。

これらの設定を使用してビジュアライゼーションを微調整します。

ツールチップモード

グラフの上にカーソルを置くと、Grafana はツールチップを表示できます。ツールチップの動作方法を選
択してください:

• シングル — ホバーツールチップには、カーソルを合わせているシリーズのみが表示されます。
• すべて — ホバーツールチップには、グラフ内のすべての系列が表示されます。Grafana は、ツールチッ

プのシリーズリストでカーソルを合わせたシリーズを太字で強調表示します。
• 非表示 — ツールチップを表示しません。
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レジェンドモードと配置

凡例の表示方法を選択します。

• リスト — 凡例をリストとして表示します。これがデフォルトです。
• 表 — 凡例を表として表示します。
• 非表示 — 凡例を非表示にします。

凡例を表示する場所を選択します。

• 下 — グラフの下
• 右 — グラフ右横のグラフ右横にあります。

凡例計算

凡例に表示する計算を選択します。詳細については、「計算リスト (p. 519)」を参照してください。

時系列を線としてグラフ化

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

このセクションでは、時系列フィールドオプションを使用して時系列データを線として視覚化する方法を
説明し、オプションの機能を説明します。

パネルの作成

1. 時系列ビジュアライゼーションを選択してパネルを作成します。詳細については、「パネルを追加ま
たは編集する (p. 459)」を参照してください。

2. パネルエディターで、「フィールド」を選択します。
3. 「スタイル」で「ライン」を選択します。

ラインの整理

ラインのスタイリングにはさまざまなオプションがあります。

• ライン補間 — Grafana がシリーズラインを補間する方法を選択します。選択できるのは、[リニア]、[ス
ムーズ]、[ステップ前]、[ステップ後] です。

• 線幅 — 線の太さを 0 ～ 10 ピクセルの間で設定します。
• フィルの不透明度 — シリーズフィルの不透明度を 0 ～ 100 パーセントの範囲で設定します。
• グラデーションモード — グラデーションフィルのモードを設定します。塗りつぶしのグラデーションは

線の色に基づいています。色を変更するには、標準のカラースキームフィールドオプションを使用しま
す。

グラデーションの外観は、フィルの不透明度の設定の影響を受けます。

グラデーションフィルの選択肢は、「なし」、「不透明度」、「色相」です。不透明度では、グラデー
ションの透明度は Y 軸の値に基づいて計算されます。Y 軸の値が高くなると、Y 軸の値が増加しま
す。色相では、線の色の色相に基づいてグラデーションカラーが生成されます。

• ラインスタイル — ラインのスタイルを設定します。色を変更するには、標準のカラースキームフィール
ドオプションを使用します。

ラインスタイルの外観は、「ライン幅」と「フィルの不透明度」の設定に影響されます。
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ラインスタイルの選択肢は、「ソリッド」、「ダッシュ」、「ドット」です。
• NULL 値 — データ内のギャップの表示方法を選択します。NULL 値をつなげて連続した線を作ること

も、オプションでしきい値を設定して、これを超えるとデータ内のギャップがつながらないようにする
こともできます。ギャップのあるデータポイントを絶対に接続しない、ギャップのあるデータポイント
を常に接続する、またはデータ内のギャップを接続しないしきい値を設定するかを選択できます。

• ポイントを表示 — ポイントをグラフに表示するタイミングを選択します。選択肢は [自動]、[常時]、[な
し] です。

以下に記入して

このオプションは [オーバーライド] タブでのみ使用できます。

2 つのシリーズの間の領域を埋めるには

1. 入力するフィールドを以下から選択してください。
2. [オーバーライドプロパティを追加] で、以下の [入力] を選択します。
3. フィルを停止させたいシリーズを選択します。

時系列をバーとしてグラフ化

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

このセクションでは、時系列フィールドオプションを使用して時系列データをバーとして視覚化する方法
を説明し、オプションの機能を説明します。

パネルの作成

1. 時系列ビジュアライゼーションを選択してパネルを作成します。詳細については、「パネルを追加ま
たは編集する (p. 459)」を参照してください。

2. パネルエディターで、「フィールド」を選択します。
3. 「スタイル」で「バー」を選択します。

棒のスタイリング

バーのスタイリングにはさまざまなオプションがあります。

• バーの配置 — データポイントを基準としたバーの位置を設定します。選択できるのは [処理前]、[中
央]、[処理後] です。

• 線の幅 — バーの輪郭の太さを 0 ～ 10 ピクセルの間で設定します。
• フィルの不透明度 — バーフィルの不透明度を 0 ～ 100 パーセントの範囲で設定します。
• グラデーションモード — グラデーションフィルのモードを設定します。塗りつぶしのグラデーションは

線の色に基づいています。色を変更するには、標準のカラースキームフィールドオプションを使用しま
す。

グラデーションの外観は、フィルの不透明度の設定の影響を受けます。

グラデーションフィルの選択肢は、「なし」、「不透明度」、「色相」です。不透明度では、グラデー
ションの透明度は Y 軸の値に基づいて計算されます。Y 軸の値が高くなると、Y 軸の値が増加しま
す。色相では、線の色の色相に基づいてグラデーションカラーが生成されます。
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• ポイントを表示 — ポイントをグラフに表示するタイミングを選択します。選択肢は [自動]、[常時]、[な
し] です。

時系列をポイントとしてグラフ化

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

このセクションでは、時系列フィールドオプションを使用して時系列データをポイントとして視覚化する
方法を説明し、オプションの機能を説明します。

パネルの作成

1. 時系列ビジュアライゼーションを選択してパネルを作成します。詳細については、「パネルを追加ま
たは編集する (p. 459)」を参照してください。

2. パネルエディターで、「フィールド」を選択します。
3. 「スタイル」で「ポイント」を選択します。

ポイントの形式設定

ポイントとしてグラフ化する場合、ポイントサイズを選択できます。

• ポイントサイズ — 直径 1 ～ 40 ピクセルのポイントサイズを選択します。

軸表示の変更

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

このセクションでは、時系列フィールドオプションを使用してビジュアライゼーション内の軸の表示を制
御する方法を説明し、軸オプションの機能を説明します。

座標軸にはさまざまなオプションがあります。

• Y 軸の配置 — Y 軸の配置を設定します。選択肢は [左]、[右]、[非表示] です。
• Y 軸ラベル — Y 軸のテキストラベルを設定します。Y 軸が複数ある場合は、[オーバーライド] タブを使

用してそれらに異なるラベルを割り当てることができます。
• 幅 — 軸の固定幅を設定します。デフォルトでは、Grafana ワークスペースは軸の幅を動的に計算しま

す。軸の幅を設定することで、軸タイプが異なるデータでも同じ表示比率を共有できます。これによ
り、軸が互いに視覚的に近い位置で移動したり伸びたりしないため、複数のグラフのデータを簡単に比
較できます。

• ソフト最小とソフトマックス — Y 軸の範囲をより適切に制御するには、ソフト最小またはソフトマック
スを設定します。デフォルトでは、Grafana ワークスペースはデータに基づいて Y 軸の範囲を自動的に
設定します。

Soft Min または Soft Max の設定により、データがほとんど平坦な場合にブリップが山のように表示され
るのを防ぐことができます。また、標準の最小/最大フィールドオプションから導き出される最小値また
は最大値を設定すると、断続的なスパイクによって定義されたポイントを超えるとスパイクがクリッピ
ングされ、有用なディテールがフラット化されるのを防ぐことができます。
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• スケール — Y 軸の値に使用するスケールを設定します。選択肢は [線形] と [対数] です。

グラフのスタック型時系列をグラフに表示

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

このセクションでは、時系列パネルのフィールドオプションを使用して系列の積み重ねを制御する方法を
説明し、積み重ねオプションの機能を説明します。スタッキングにより、Grafana はシリーズを重ねて表
示できます。ビジュアライゼーションでスタッキングを使用すると、誤解を招くグラフが作成されやすく
なるので注意してください。スタッキングが最善のアプローチではない理由については、こちらをご覧く
ださい。積み上げ面グラフは役に立ちません。

グループ内のスタックシリーズ

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

スタッキンググループオプションは、オーバーライドとしてのみ使用できます。

シリーズを同じグループに積み重ねるには

1. オーバーライドセクションで、スタックシリーズオプションのフィールドオーバーライドを作成しま
す。

2. 標準スタッキングモードを選択します。
3. シリーズを表示させたいスタッキンググループに名前を付けます。[グループ名] の一覧から、[グルー

プ名] の一覧から、[削除] の一覧から、[編集] の一覧から [編集] の一覧から、

しきい値

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

しきい値は、定義した条件に応じて、値テキストまたは背景の色を設定します。

しきい値を設定するには、次の 2 つの方法があります。

• 絶対しきい値は数値に基づいて定義されます。たとえば、1 ～ 150 のスケールでは 80 です。
• パーセンテージのしきい値は、最小値または最大値を基準にして定義されます (たとえば、80%)。

しきい値は次のビジュアライゼーションに適用できます。

• 棒グラフのパネル (p. 487)
• ゲージパネル (p. 489)
• グラフパネル (p. 491)
• スタットパネル (p. 504)
• テーブルパネル (p. 508)
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既定のしきい値

これをサポートするビジュアライゼーションでは、Amazon Managed Grafana は次のデフォルトのしきい
値を設定します。80 = 赤、ベース = 緑、モード = 絶対。

基本値は負の無限大を表します。一般的には良い色です。

しきい値の追加

パネルには、必要な数だけしきい値を追加できます。Grafana ワークスペースは、しきい値を最高値から
最低値に自動的にソートします。

Note

これらの説明は、統計、ゲージ、バーゲージ、およびテーブルのビジュアライゼーションにのみ
適用されます。

1. しきい値を追加するパネルを選択します。
2. 「フィールド」タブを選択します。
3. [しきい値を追加] を選択します。

Amazon マネージド Grafana では、推奨される数値と色の値を含むしきい値を追加しています。
4. 推奨事項を受け入れるか、新しいしきい値を編集します。

• 色の編集 — 変更するカラードットを選択し、新しい色を選択します。
• 番号の編集 — 変更する番号を選択し、新しい番号を入力します。
• しきい値モード — このパネルのすべてのしきい値を変更するモードを選択します。

5. [保存] を選択して、変更をダッシュボードに保存します。

グラフパネルにしきい値を追加する

グラフパネルのビジュアライゼーションでは、しきい値を使用してグラフに任意の線やセクションを追加
して、グラフが特定のしきい値を超えたときに見やすくなります。

1. しきい値を追加するグラフパネルを選択します。
2. 「パネル」タブで「しきい値」を選択します。
3. [しきい値を追加] を選択します。
4. フィールドを必要な数だけ入力します。T1 フィールドのみが必要です。

• T1 — しきい値を表示するには両方の値が必要です。
• lt または gt — しきい値の適用対象を指定するには、小さい lt、より大きい場合は gt を選択しま

す。
• 値 — しきい値を入力します。Grafana ワークスペースは、その値で Y 軸に沿ってしきい値線を

描画します。
• 色 — 色に対応する条件を選択するか、独自の色を定義します。

• カスタム — 塗りの色と線の色を定義します。
• 重要 — フィルとラインの色は赤です。
• 警告 — フィルとラインの色は黄色です。
• ok — フィルとラインの色は緑です。

• フィル — スレッシュホールドフィルを表示するかどうかを選択します。
• ライン — しきい値ラインを表示するかどうかを選択します。
• Y 軸 — 左または右を選択します。

5. [保存] を選択して、変更をダッシュボードに保存します。
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しきい値を削除する

1. しきい値を削除するパネルを選択します。
2. 「フィールド」タブを選択します。(または、グラフパネルの場合は [パネル] タブを選択します。)
3. 削除するしきい値の横にあるゴミ箱アイコンを選択します。
4. [保存] を選択して、変更をダッシュボードに保存します。

WindRose

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

WindRose パネルは生の時系列データを受け取り、 WindRose データを変換してチャートにマッピングし
ます。

オプション

WindRose パネルでは、次のオプションがサポートされています。

• 軸周波数
• 軸スタイル (度またはコンパス)
• スケール (線形、正方形、対数)

パネルを検査する

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
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Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

パネルインスペクターは、パネルの理解とトラブルシューティングに役立ちます。任意の Grafana ワーク
スペースパネルの未加工データを検査し、そのデータをカンマ区切り値 (CSV) ファイルにエクスポート
し、クエリリクエストを表示し、パネルとデータ JSON をエクスポートできます。

パネルインスペクター UI

パネルインスペクターのペインの上部に Inspect: <NameOfPanelBeingInspected > が表示されます。右上
隅の矢印を選択して、ペインを拡大または縮小します。

パネルインスペクターは次の 4 つのタブで構成されています。

• データタブ — 変換が適用されたクエリによって返された未加工データが表示されます。オーバーライド
や値のマッピングなどのフィールドオプションは、デフォルトでは適用されません。

• 統計タブ — クエリにかかる時間と返される量が表示されます。
• JSON タブ — パネル JSON、パネルデータ JSON、およびデータフレーム構造 JSON を表示およびコ

ピーできます。これは、Amazon マネージド Grafana をプロビジョニングまたは管理する場合に便利で
す。

• クエリタブ — Amazon Managed Grafana がデータソースをクエリしたときに送信されたサーバーへの
リクエストを表示します。

Note

すべてのパネルタイプに 4 つのタブすべてが含まれているわけではありません。たとえば、ダッ
シュボードのリストパネルには検査する生データがないため、[統計]、[データ]、または [クエリ] 
タブは表示されません。

パネル検査者のタスク

パネルインスペクターでは、パネルの検査、未処理のクエリ結果の検査とダウンロード、クエリパフォー
マンスの検査、パネルの JSON モデルの表示、データソースへの未処理のリクエストとレスポンスの表示
を行うことができます。

パネルインスペクターを開く

表示できるすべてのパネルを検査できます。

1. Grafana ワークスペースコンソールから、検査するパネルを含む[ ダッシュボード] の一覧から、
2. 検査するパネルのタイトルを選択し、[検査] を選択します。または、パネルタイトルにカーソルを合

わせ、i キーを押します。

パネルインスペクターペインが画面の右側に表示されます。

未処理のクエリ結果を検査する

未処理のクエリ結果をテーブルに表示します。これらは、変換が適用され、パネルがフィールドオプショ
ンまたはフィールドオプションオーバーライドを適用する前に、クエリによって返されるデータです。

1. パネルインスペクターを開き、「データ」タブを選択します。または、パネルメニューで「検査」、
「データ」を選択します。

2. パネルに複数のクエリが含まれている場合や、複数のノードをクエリする場合は、追加のオプション
があります。

• 結果を選択 — 表示する結果セットデータを選択します。
• データを変換する
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• 時間単位での結合 — すべてのクエリの未加工データを同時に表示し、1 列に 1 つの結果セットを表示
します。列見出しを選択してデータを並べ替えます。

フィールドオプションとオプションオーバーライドが適用されたテーブルに、未処理のクエリ結果を表
示します。

1. パネルインスペクターの「データ」タブを開きます。
2. 表の上にあるデータ表示オプションを選択します。
3. 「フィールド設定の適用」 トグルボタンを選択します。

未処理のクエリ結果を CSV ファイルとしてダウンロード

Amazon マネージド Grafana は、デフォルトのブラウザダウンロード場所に CSV ファイルを生成しま
す。お好みのビューアで開くことができます。

1. パネルインスペクターを開きます。
2. 上記のように未処理のクエリ結果を検査します。エクスポートする RAW データが表示されるまで設

定を調整します。
3. [Download CSV] を選択します。

Excel 用にフォーマットされた CSV ファイルをダウンロードするには、データオプションパネルを展開
し、「Excel 用にダウンロード」オプションをオンにしてから「CSV をダウンロード」を選択します。

クエリパフォーマンスの検査

統計タブには、クエリにかかった時間、送信したクエリの数、返された行数を示す統計が表示されます。
この情報は、クエリのトラブルシューティングに役立ちます。特に、いずれかの数値が予想外に高くなっ
たり低くなったりした場合に便利です。

1. パネルインスペクターを開きます。
2. 「統計」タブを選択します。

統計は読み取り専用形式で表示されます。

パネルの JSON モデルを表示

パネル、パネルデータ、データフレームの JSON モデルを検索してエクスポートできます。

1. パネルインスペクターを開き、JSON タブを選択します。または、パネルメニューで「検査」、
「JSON パネル」を選択します。

2. [ソースの選択] で、次のいずれかのオプションを選択します。

• パネル JSON — パネルを表す JSON オブジェクトを表示します。
• パネルデータ — パネルに渡されたデータを表す JSON オブジェクトを表示します。
• DataFrame 構造 — 変換、フィールド設定、オーバーライドが適用された未処理の結果セットを表

示します。
3. JSON の一部を展開または折りたたんで表示することも、「クリップボードにコピー」を選択して 

JSON を別のアプリケーションに貼り付けることもできます。

データソースへの未処理のリクエストとレスポンスを表示

1. パネルインスペクターを開き、「クエリ」タブを選択します。または、パネルメニューで「検査」、
「クエリ」を選択します。

2. [Refresh] (更新) を選択します。
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Amazon マネージド Grafana は、情報を収集するクエリをサーバーに送信し、結果を表示します。クエリ
の特定の部分をドリルダウンしたり、すべてを展開または折りたたんだり、データをクリップボードにコ
ピーして他のアプリケーションで使用したりできます。

計算リスト

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

このトピックでは、Amazon マネージド Grafana で使用される計算を一覧表示して定義します。

とりわけ、これらの計算は [変換] タブや、バーゲージ、ゲージ、統計の視覚化に使用されます。

計算 説明

すべて NULL すべての値が NULL の場合は true

すべてゼロ すべての値が 0 の場合は true

カウントを変更 フィールドの値が変更された回数

Count (カウント) フィールド内の値の数

差分 価値の累積変化

違い フィールドの最初の値と最後の値の違い

Disturtion フィールド内の個別値の数

最初 (NULL ではない) まず、フィールドに NULL 値が含まれていないこ
と

Max フィールドの最大値

Mean フィールド内のすべての値の平均値

分 フィールドの最小値

最小 (ゼロ以上) フィールドの最小値 (正の値)

[Range] (範囲) フィールドの最大値と最小値の違い

[Step] (ステップ) フィールドの値間の最小間隔

合計 フィールド内のすべての値の合計

ダッシュボード
このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

ダッシュボードは、1 つ以上のパネルで構成され、1 つ以上の行にまとめられたものです。Amazon マ
ネージド Grafana にはさまざまなパネルが付属しています。Amazon Managed Grafana では、適切なクエ
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リを簡単に作成し、表示プロパティをカスタマイズできるため、必要なダッシュボードを作成できます。
各パネルは、設定済みの任意のデータソースからのデータを操作できます。

ダッシュボードを管理
時間範囲コントロール (p. 527)ダッシュボードで表示する期間を制御するには、ダッシュボードの右上に
あるを使用します。

ダッシュボードでは、テンプレートと変数を使用して、より動的でインタラクティブなものにすることが
できます。詳細については、「テンプレートと変数 (p. 549)」を参照してください。

ダッシュボードを使用して、注釈 (p. 520)複数のパネルにイベントデータを表示できます。これは、パネ
ル内の時系列データを他のイベントと関連付けるのに役立ちます。

ダッシュボードは、さまざまな方法で簡単に共有できます。詳細については、「ダッシュボードの使
用 (p. 527)」を参照してください。

ダッシュボードにはタグを付けることができ、ダッシュボードピッカーを使用すると、特定の組織のすべ
てのダッシュボードにすばやく検索してアクセスできます。

[Rows] (行)
行はダッシュボード内の論理的な区切りです。パネルをグループ化するために使用されます。

行の幅は常に 12 単位です。これらの単位は、ブラウザの水平解像度に基づいて自動的にスケーリングさ
れます。特定の幅を設定することで、行内のパネルの相対的な幅を制御できます。

Amazon マネージド Grafana では、単位抽象化を使用してあらゆる画面サイズでの表示を最適化します。
Note

Amazon Managed Grafana MaxDataPoint の機能により、解像度や時間範囲に関係なく、必要な
数のデータポイントを表示できます。

行を折りたたむには、行のタイトルを選択します。行を折りたたんだ状態でダッシュボードを保存する
と、ダッシュボードはその状態で保存され、行を展開するまでグラフは読み込まれません。

行の繰り返し機能を使用すると、選択したテンプレート変数に基づいてパネルの行全体を動的に作成また
は削除できます。

注釈
このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

注釈を使用すると、グラフ上のポイントに豊富なイベントをマークできます。注釈にカーソルを合わせる
と、イベントの説明とイベントタグが表示されます。テキストフィールドには、詳細を表示する他のシス
テムへのリンクを含めることができます。

ネイティブ注釈の
Amazon Managed Grafana にはネイティブな注釈ストアと、グラフパネルから直接注釈イベントを追加す
る機能が付属しています。

注釈の追加
注釈を追加するには、Ctrl キーまたは Cmd キーを押して、注釈を追加する場所を選択します。注釈を他の
ダッシュボードから検索できるようにするには、タグを追加します。
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領域注釈の追加

リージョンの注釈を作成するには、Ctrl キーまたは Cmd キーを押しながらリージョンを選択します。

組み込みクエリ

注釈を追加しても、その注釈は表示されたままになります。これは、組み込みの注釈クエリがすべての
ダッシュボードに存在するためです。この注釈クエリは、現在のダッシュボードから発生したすべての注
釈イベントを取得し、それらが作成されたパネルに表示します。これには、アラート状態履歴の注釈が含
まれます。ダッシュボード設定 (歯車) アイコンを選択し、「注釈」を選択して、指定されたクエリを変更
することで、注釈の取得と表示を停止できますAnnotations & Alerts (Built-in)。

[名前を付けて保存] 機能を使用してダッシュボードをコピーすると、新しいダッシュボードには新しい
ダッシュボード ID が割り当てられるため、元のダッシュボードで作成された注釈はコピーには表示されま
せん。元のダッシュボード注釈にフィルターの基準となるタグがある場合は、新しい注釈クエリを追加し
てタグで絞り込むことで、コピーに注釈を表示できます。

タグによるクエリ

-- Grafana --データソースを使用して Filter by を Tags に設定することで、ネイティブのアノテー
ションストアからアノテーションを取得する新しいアノテーションクエリを作成できます。少なくとも 
1 つのタグを指定してください。たとえば、という名前の注釈クエリを作成しoutages、という名前の
タグを指定しますoutage。このクエリでは、(任意のダッシュボードから、または API 経由で) 作成し
た、outageそのタグが付いたすべての注釈が表示されます。

デフォルトでは、注釈クエリに複数のタグを追加すると、Amazon Managed Grafana は指定したすべての
タグを含む注釈のみを表示します。指定したタグを少なくとも 1 つ含む注釈を表示するには、「任意に一
致」をオンにします。

Amazon マネージド Grafana では、タグクエリでテンプレート変数を使用できます。たとえば、さまざま
なサービスの統計情報を表示するダッシュボードと、表示するサービスを制御するテンプレート変数があ
る場合、注釈クエリで同じテンプレート変数を使用して、それらのサービスのみの注釈を表示できます。

他のデータソースのクエリ
アノテーションイベントは、アノテーションクエリを使用して取得されます。新しい注釈クエリをダッ
シュボードに追加するには、ダッシュボード設定 (歯車) アイコンを選択し、を選択しAnnotations、次
に [新規] を選択します。

注釈クエリの名前を指定します。この名前は、このクエリのアノテーションイベントを表示または非表示
にするチェックボックスの横に表示されます。たとえば、Deploysとという名前の注釈クエリが 2 つある
としますOutages。チェックボックスをオンまたはオフにして、表示する注釈を指定できます。

注釈クエリの詳細

注釈クエリのオプションはデータソースごとに異なります。

• Graphiteクエリエディターを使用した注釈
• OpenSearch データソースを使った注釈
• Prometheus 用いたアノテーション
• MySQL を使ったアノテーション
• PostgreSQL を使ったアノテーション

ダッシュボードフォルダー

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
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Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

フォルダは、ダッシュボードを整理およびグループ化する方法です。これは、ダッシュボードが多数ある
場合や、複数のチームが同じ Grafana ワークスペースを使用している場合に便利です。

フォルダの作成
フォルダーを作成するには、以下のいずれかの操作を行います。

• サイドメニューの「+」アイコンの下にある「フォルダーの作成」リンクを選択します。
• 「ダッシュボードの管理」ページで、「フォルダーの作成」ボタンを選択します。

[フォルダーの作成] ページで、フォルダーの固有の名前を入力し、[作成] を選択します。

ダッシュボードを保存するときは、既存のフォルダを選択するか、新しいフォルダを作成します。

ダッシュボードを管理
「ダッシュボードの管理」ページでは、さまざまなタスクを実行できます。

• フォルダを作成します。
• ダッシュボードを作成する。
• ダッシュボードをフォルダーに移動します。
• 複数のダッシュボードの削除。
• フォルダーページに移動します (フォルダーまたはそのダッシュボードの権限を設定できます)。

「ダッシュボードフォルダー」ページ
ダッシュボードフォルダページを開くには、検索結果のダッシュボードリストまたはダッシュボードの管
理ページのフォルダにカーソルを置いたときに表示される歯車アイコンを選択します。

「ダッシュボードフォルダー」ページは、「ダッシュボードの管理」ページと似ています。ダッシュボー
ドフォルダページでは、以下のタスクを実行できます。

• フォルダー内のダッシュボードを移動または削除します。
• フォルダーの名前を変更します ([設定] タブ)。
• フォルダーの権限を設定します (フォルダー内のダッシュボードに継承されます)。

許可
権限をフォルダーに割り当てて、そのフォルダーに含まれるダッシュボードに継承できます。アクセス制
御リスト (ACL) を使用して、組織ロール、チーム、および個人ユーザーに権限を割り当てることができま
す。詳細については、「ダッシュボードとフォルダーの権限 (p. 46)」を参照してください。

プレイリスト

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

プレイリストは、順番に表示されるダッシュボードのリストです。プレイリストを使用すると、状況認識
を高めたり、チームや訪問者に指標を提示したりできます。
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Amazon Managed Grafana は、ダッシュボードを大画面を含むあらゆる解像度に自動的にスケーリングし
ます。

プレイリスト機能には、サイドメニューのダッシュボードサブメニューからアクセスできます。

プレイリストを作成する

プレイリストは、設定された順序とダッシュボード間の時間間隔でダッシュボードを順番に表示します。

1. プレイリスト機能にアクセスするには、サイドメニューで一時停止します。
2. 「プレイリスト」を選択します。
3. 「新規プレイリスト」 を選択します。
4. [名前] テキストボックスに、プレイリストの名前を入力します。
5. 「間隔」テキストボックスに、時間間隔を入力します。

時間間隔とは、Amazon Managed Grafana がプレイリストの次のダッシュボードに進む前に特定の
ダッシュボードに留まる時間の長さです。

6. プレイリストに追加する各ダッシュボードの横で、[プレイリストに追加] を選択します。
7. [作成] を選択します。

プレイリストを編集する

プレイリストは、作成中または保存後に編集できます。

1. プレイリスト機能にアクセスするには、サイドメニューで一時停止します。
2. 「プレイリスト」を選択します。
3. 編集するプレイリストを選択します。

プレイリストの名前を編集する。

1. 「名前」テキストボックスを選択します。
2. 名前を編集します。
3. [Save] (保存) を選択して変更を保存します。

プレイリストのインターバルを編集する

1. 「間隔」テキストボックスを選択します。
2. 間隔を編集します。
3. [Save] (保存) を選択して変更を保存します。

プレイリストにダッシュボードを追加する

1. 追加するダッシュボードの横で、[プレイリストに追加] を選択します。
2. [Save] (保存) を選択して変更を保存します。

追加するダッシュボードを検索中

1. [ダッシュボードの追加] で、[名前でダッシュボードを検索] テキストボックスを選択します。
2. 名前または正規表現を入力します。
3. 必要に応じて、スター付きのステータスやタグで結果を絞り込んでください。デフォルトでは、ス

ター付きのダッシュボードはプレイリストに追加するオプションとして表示されます。
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4. [Save] を選択して変更を保存します。

ダッシュボードの順序の再配置

1. 移動するダッシュボードの横にある上矢印または下矢印を選択します。
2. [Save] (保存) を選択して変更を保存します。

ダッシュボードを削除する

1. x アイコンを選択して、プレイリストからダッシュボードを削除します。
2. [Save] (保存) を選択して変更を保存します。

プレイリストを削除する

1. 「プレイリスト」を選択します。
2. 削除したいプレイリストの横にあるxアイコンを選択します。

プレイリストを保存する

プレイリストを保存してプレイリストページに追加し、そこから開始できます。プレイリストを保存する
前に、必ずプレイリストに表示したいダッシュボードをすべて追加してください。

1. プレイリスト機能にアクセスするには、サイドメニューで一時停止します。
2. 「プレイリスト」を選択します。
3. プレイリストを選択します。
4. プレイリストを編集します。

プレイリストに「名前」、「間隔」、「ダッシュボード」が少なくとも 1 つ追加されていることを確
認します。

5. [Save] (保存) を選択します。

プレイリストを開始する

プレイリストは 5 つの異なる表示モードで開始できます。モードによって、メニューとナビゲーション
バーがダッシュボードにどのように表示されるかが決まります。

デフォルトでは、各ダッシュボードは「間隔」フィールドに入力された時間だけ表示されます。間隔は、
プレイリストの作成または編集時に設定できます。プレイリストを開始したら、画面上部のナビゲーショ
ンバーを使用してプレイリストを制御できます。

1. [ダッシュボード] メニューで [プレイリスト] を選択します。
2. 開始したいプレイリストの横にある [プレイリストを開始] を選択します。
3. ドロップダウンリストで、以下のいずれかの表示モードを選択します。

• ノーマルモード
• サイドメニューは表示されたままです。
• 画面の上部には、ナビゲーションバー、行、およびパネルのコントロールが表示されます。

• テレビモード
• サイドメニューが非表示または削除されます。
• 画面の上部には、ナビゲーションバー、行、パネルがあります。
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• TV モードは、ユーザーが操作しない状態が 1 分間続くと自動的にオンになります。
• d v シーケンスショートカットを使用するか、ダッシュボードの URL にパラメーターを追加する

ことで、TV?inactive モードを手動でオンにできます。
• TV モードは、マウスの動きやキーボード操作で無効にできます。

• TV モード (auto 調整パネル付き)
• サイドメニューが非表示または削除されます。
• 画面の上部には、ナビゲーションバー、行、パネルがあります。
• ダッシュボードパネルは、画面上のスペースを最適化するように自動的に調整されます。

• キオスクモード
• サイドメニュー、ナビゲーションバー、行、およびパネルコントロールが完全に非表示になる

か、表示されなくなります。
• キオスクモードは、プレイリストの開始後に d v シーケンスショートカットを使用して手動でオ

ンにできます。
• キオスクモードは、同じショートカットを使用して手動でオフにできます。

• キオスクモード (auto 調整パネル付き):
• サイドメニュー、ナビゲーションバー、行、およびパネルコントロールが完全に非表示になる

か、表示されなくなります。
• ダッシュボードパネルは、画面上のスペースを最適化するように自動的に調整されます。

プレイリストを制御する

プレイリストを開始した後は、画面上部のナビゲーションバーを使用して、通常モードまたは TV モード
でプレイリストを制御できます。

Button 結果

次へ (二重右矢印) 次のダッシュボードに進みます。

戻る (左矢印) 前のダッシュボードに戻ります。

ストップ (スクエア) プレイリストを終了し、現在のダッシュボードに
戻ります。

サイクルビューモード (モニターアイコン) ダッシュボードの表示をさまざまな表示モードに
変更します。

[Time range] (時間範囲) 時間範囲内のデータを表示します。ドロップダウ
ンの矢印を使用して、過去 5 分から最長で 5 年前
の時間範囲を表示するように設定することも、カ
スタムの時間範囲を表示するように設定すること
もできます。

更新 (丸矢印) ダッシュボードをリロードして現在のデータを表
示します。ドロップダウン矢印を使用して、5秒か
ら1日ごとに自動的にリロードするように設定でき
ます。

キーボードからプレイリストを停止するには、Esc キーを押します。

ビューモードでプレイリストを共有する

プレイリストを共有するには、目的のビューモードで URL をコピーし、URL を宛先に貼り付けます。
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1. [ダッシュボード] メニューから [プレイリスト] を選択します。
2. 共有したいプレイリストの横にある [プレイリストを開始] を選択し、目的のビューモードを選択しま

す。
3. URL をクリップボードにコピーするには、[リンクアドレスをコピー] を選択します。

たとえば、キオスクモードの Grafana Play サイトのプレイリストの URL は次のようになりま
す。https://play.grafana.org/d/000000010/annotations?orgId=1&kiosk

4. URL を宛先に貼り付けます。

ダッシュボード検索

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

ダッシュボードは、ダッシュボード名で検索したり、1 つ (または複数) のタグでフィルタリングしたり、
スター付きのステータスでフィルタリングしたりできます。ダッシュボード検索には、ダッシュボード上
部のナビゲーションバーにあるダッシュボードピッカーからアクセスできます。ダッシュボード検索は、
ショートカット F を使用して開くこともできます。

キーボードのみを使用する場合は、キーボードの矢印キーを使用して結果をナビゲートし、Enter キーを
押して目的のダッシュボードを開くことができます。

ダッシュボード名による検索

検索バーに、ダッシュボード名の任意の部分を入力します。入力すると、文字列の一部が一致した結果が
リアルタイムで返されます。

ダッシュボード検索は次のとおりです。

• リアルタイム
• 大文字小文字は区別されません
• 保存されているダッシュボードとファイルベースのダッシュボードの両方で機能する

タグでフィルタリング

タグは、特にダッシュボードの数が増えるにつれて、ダッシュボードを整理するのに役立ちます。タグは
ダッシュボード設定で追加および管理できます。

ダッシュボードリストをタグでフィルタリングするには、右側の列に表示される任意のタグを選択しま
す。追加のタグを選択することで、リストをさらに絞り込むことができます。

使用可能なすべてのタグのリストを表示するには、「タグで絞り込む」ドロップダウンメニューを選択し
ます。タグを選択すると、ダッシュボード検索が即座にフィルタリングされます。

キーボードのみを使用する場合は、Tab キーを押してタグのリンクにフォーカスを合わせ、下矢印キーを
押してタグを検索し、Enter キーを押してタグを選択します。

Note

複数のタグを選択すると、Amazon Managed Grafana はすべてのタグを含むダッシュボードを表
示します。
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ダッシュボードの使用

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

ダッシュボードを共有するには、上部のナビゲーションバーで [ダッシュボードの共有] (共有アイコン) を
選択します。共有ダイアログボックスが開き、現在選択されている時間範囲とテンプレート変数を含む現
在のダッシュボードへのリンクが表示されます。ダッシュボードに変更を加えた場合は、リンクをコピー
する前に変更を保存してください。

ダッシュボードのスナップショット

ダッシュボードスナップショットを使用すると、インタラクティブなダッシュボードをすぐに公開できま
す。スナップショットを作成すると、Amazon Managed Grafana はクエリ (メトリクス、テンプレート、
注釈) やパネルリンクなどの機密データを削除し、表示されているメトリックデータとシリーズ名だけが
ダッシュボードに埋め込まれたままになります。ダッシュボードのスナップショットには、リンクを持っ
ていて、その URL にアクセスできる人なら誰でもアクセスできます。

スナップショットを公開する

スナップショットはローカルインスタンスに公開できます。

パネルを共有する。

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

パネルタイトルを選択してパネルメニューを開き、パネルメニューで「共有」を選択して共有パネルダイ
アログボックスを開きます。リンクをコピーすると、現在の時間範囲と選択したテンプレート変数を含む
このパネルにそのまま移動できます。

時間範囲コントロール

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

Amazon Managed Grafana には、ダッシュボードレベルとパネルレベルの両方で、視覚化されているデー
タの時間範囲を管理する方法がいくつか用意されています。

このトピックでは、サポートされている時間単位と相対範囲、一般的な時間制御、ダッシュボード全体の
時間設定、およびパネル固有の時間設定について説明します。

時間単位と相対範囲

次の時間単位がサポートされています。

• s(秒)
• m(分)
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• h(時間),
• d(日数)
• w(週)
• M(月)
• y(年)

現在を基準にして時間をさかのぼるには、マイナス演算子を使用します。単位の全期間 (日、週、月など) 
を表示するには、を追加します/<time unit>。

現在を基準にして時間を進めるには、プラス演算子を使用してください。この機能を使用して、future 予
測データを確認できます。

次に例を示します。

相対範囲の例 From To

最後の 5 分ごと now-5m now

これまでの日 now/d now

今週 now/w now/w

現在までの週 now/w now

前月 now-1M/M now-1M/M

一般的な時間範囲コントロール

ダッシュボードとパネルのタイムコントロールには共通のユーザーインターフェイスがあり、次のオプ
ションがあります。

現在の時間範囲

現在の時間範囲 (タイムピッカーとも呼ばれます) には、表示しているダッシュボードまたはパネルに現在
表示されている時間範囲が表示されます。

フィールドを一時停止すると、範囲内の正確なタイムスタンプとそのソース (ローカルブラウザなど) が表
示されます。

時間範囲を変更するには、現在の時間範囲を選択します。過去 15 分間のような相対的な時間範囲
や、などの絶対的な時間範囲を使用して、現在の時刻を変更できます2020-05-14 00:00:00 to 
2020-05-15 23:59:59。

相対時間範囲

相対時間範囲リストから相対時間範囲を選択します。相対時間範囲のいくつかの例を次に示します。

• 最後の 30 分ごと
• 過去 12 時間
• 過去 7 日
• 過去 2 年間
• 昨日
• 一昨日の前日
• 先週のこの日
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• 今日これまでのところ
• 今週のこれまでのところ
• 今月のこれまでのところ

絶対時間範囲

絶対時間範囲を設定するには、次の 2 つのいずれかの方法のいずれかを設定します。

• 「開始」フィールドと「終了」フィールドに値を入力します。now-24h正確な時間値またはなどの相対
値を入力して、[時間範囲を適用] を選択できます。

• 「開始」または「終了」フィールドを選択します。Amazon マネージドGrafana にはカレンダーが表示
されます。現在の時間範囲として使用する日を選択し、[時間範囲を適用] を選択します。

Amazon マネージド Grafana には、最近使用された絶対範囲も表示されます。

ズームアウト (Cmd+Z または Ctrl+Z)

ダッシュボードまたはパネルのビジュアライゼーションでより広い時間範囲を表示するには、時間範囲
ズームアウトアイコンを選択します。

ズームイン (グラフの視覚化のみ)

グラフ表示で、表示する時間範囲をドラッグで選択します。

ダッシュボードを更新

ダッシュボードの更新アイコンを選択すると、ダッシュボードのすべてのクエリがすぐに実行され、ビ
ジュアライゼーションが更新されます。Amazon マネージド Grafana は、新しい更新が開始されると、保
留中のリクエストをすべてキャンセルします。

デフォルトでは、Amazon マネージド Grafana はダッシュボードを自動的に更新しません。クエリは、パ
ネルの設定に従って独自のスケジュールで実行されます。ただし、ダッシュボードを定期的に更新する場
合は、最新表示アイコンの横にある下矢印を選択してから、リフレッシュレートレートを選択します。

ダッシュボード時間設定

時間設定はダッシュボードごとに保存されます。

ダッシュボードの時間設定にアクセスするには、画面上部のダッシュボード設定 (歯車) アイコンを選択し
ます。設定は、「一般」タブの「時間オプション」セクションにあります。

• タイムゾーン — 監視しているサービスまたはシステムのローカルタイムゾーン。これは、複数のタイム
ゾーンで動作するシステムまたはサービスを監視する場合に役立ちます。
• デフォルト — ユーザープロファイル、チーム、または組織でデフォルトで選択されているタイムゾー

ン。ユーザープロファイル、ユーザーが所属するチーム、または組織にタイムゾーンが指定されてい
ない場合、Amazon Managed Grafana はローカルブラウザ時間を使用します。

• ブラウザータイム使用されているブラウザに設定されているタイムゾーン。これは通常、コンピュー
ターに設定されているタイムゾーンです。

• 協定世界時 — UTCを含む標準ISO 8601タイムゾーン。詳細については、タイムゾーンのリストを参
照してください。

• 自動更新 — 相対時間と自動更新の設定をカスタマイズできます。エントリはカンマで区切られ、有効な
時間単位であればどれでもかまいません。

• Now delay now- —now 値をオーバーライドする時間遅延値。最も一般的には、この機能を使用すると、
データ集約の既知の遅延に対応して NULL 値を回避できます。

• タイムピッカーを非表示 — タイムピッカーを表示しないためのオプション。
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パネルタイムオーバーライドとタイムシフト

ではクエリオプション (p. 461)、個々のパネルの相対時間範囲を上書きして、上部ナビゲーションバーの
ダッシュボードタイムピッカーで選択されている時間とは異なるようにすることができます。異なる期間
または日の指標を同時に表示できます。

URL を使用して時間範囲を制御する

ダッシュボード URL に次のクエリパラメータを指定することで、ダッシュボードの時間範囲を制御できま
す。

• from— ミリ秒エポックまたは相対時間で指定された時間範囲の下限を定義します。詳細については、
「相対時間範囲 (p. 528)」を参照してください。

• to— 時間範囲の上限を ms エポックまたは相対時間で定義します。詳細については、「相対時間範
囲 (p. 528)」を参照してください。

• timeおよびtime.window — ～time-time.window/2 までの時間範囲を定義しますtime
+time.window/2。どちらのパラメータもミリ秒単位で指定する必要があります。たとえば、?
time=1500000000000&time.window=10000結果は 1499999995000 から 1500000005000 までの 10 
秒の時間範囲になります。

ダッシュボードのエクスポートとインポート

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

Amazon マネージド Grafana ダッシュボードは、UI または [HTTP API] から簡単にエクスポートおよびイ
ンポートできます

ダッシュボードをエクスポートする

ダッシュボードは Amazon Managed Grafana JSON 形式でエクスポートされ、レイアウト、変数、スタイ
ル、データソース、クエリなど、後でダッシュボードをインポートするために必要なものがすべて含まれ
ています。

エクスポート機能には共有ウィンドウからアクセスできます。共有ウィンドウは、ダッシュボードメ
ニューの共有ボタンを選択して開きます。

ダッシュボードをポータブルにする

他のユーザーが使用できるようにダッシュボードをエクスポートする場合は、指標のプレフィックス (定
数変数を使用) やサーバー名などの値にテンプレート変数を追加するとよいでしょう。

Constantこのタイプのテンプレート変数は、ダッシュボードに自動的に非表示になります。また、ダッ
シュボードをインポートするときに必須入力として追加されます。テンプレートとテンプレート変数の詳
細については、「」を参照してくださいテンプレートと変数 (p. 549)。

ダッシュボードのインポート

ダッシュボードをインポートするには、サイドメニューの [+] アイコンを選択し、[インポート] を選択しま
す。

ダッシュボード JSON ファイルをアップロードしたり、ダッシュボード URL を貼り付けたり、ダッシュ
ボード JSON テキストをテキスト領域に直接貼り付けたりできます。
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インポートプロセスのステップ 2 では、ダッシュボードの名前を変更したり、ダッシュボードに使用させ
たいデータソースを指定したり、メトリックプレフィックスを指定したりできます (ダッシュボードで使
用されている場合)。

Grafana.com でダッシュボードをご覧ください
一般的なサーバーアプリケーションのダッシュボードは、Grafana.com/ダッシュボードで見つけることが
できます。

ダッシュボードのバージョン履歴
このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

ダッシュボードのバージョンを保存するたびに、そのバージョンのコピーが保存されるため、以前のバー
ジョンのダッシュボードは失われません。これらのバージョンのリストは、ダッシュボード設定を選択
し、左側のメニューで [バージョン] を選択すると表示されます。

ダッシュボードのバージョン履歴機能を使用すると、以前に保存したダッシュボードのバージョンを比較
して復元できます。

2 つのダッシュボードバージョンの比較
2 つのダッシュボードバージョンを比較するには、比較する 2 つのバージョンを一覧から選択します。2 
つのバージョンを選択したら、[バージョンを比較] を選択して差分ビューを開きます。デフォルトでは、
次の画像のように、変更の概要がテキストで表示されます。

ダッシュボードを表す未加工の JSON の差分を表示するには、「JSON 差分を表示」を選択します。

比較している以前のバージョンに復元するには、[バージョンに復元] を選択します<x>。

以前に保存したダッシュボードバージョンへの復元
以前に保存したダッシュボードバージョンに復元する必要がある場合は、ダッシュボードバージョンリス
トの行の右側にある [復元] ボタンを選択するか、差分ビューに表示されているバージョンに復元を選択し
ます<x>。復元を選択すると、復元を確認するポップアップボックスが表示されます。

以前のバージョンに復元すると、以前のバージョンとまったく同じデータを含むが、バージョン番号が異
なる新しいバージョンが作成されます。これは「メモ」列に表示されます。これにより、以前のダッシュ
ボードバージョンが変更の影響を受けないようにすることができます。

キーボードショートカット
このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

Amazon マネージド Grafana には、さまざまなキーボードショートカットが用意されています。ご使用の
バージョンの Amazon マネージド Grafana で使用可能なすべてのキーボードショートカットを表示するに
は、Shift +? キーを押します。 キーボードで。

Amazon マネージド Grafana には、以下の一般的なショートカットが含まれています。

• Ctrl+S は、現在のダッシュボードを保存します。
• Ctrl+F を押すと、ダッシュボードファインダー/検索が開きます。
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• Ctrl+H を押すと、すべてのコントロールが非表示になります (TV ディスプレイでは、コントロールを非
表示にすると効果的です)。

• Escape は、全画面表示モードまたは編集モードのときにグラフを終了します。

ダッシュボード JSON モデル
このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

Amazon Managed Grafana のダッシュボードは、ダッシュボードのメタデータを格納する JSON オブジェ
クトで表されます。ダッシュボードメタデータには、ダッシュボードプロパティ、パネルからのメタデー
タ、テンプレート変数、パネルクエリが含まれます。

ダッシュボードの JSON を表示するには

1. ダッシュボードを開きます。
2. 上部のナビゲーションバーで、[ダッシュボードを管理] を選択します。
3. ドロップダウンメニューから [JSON の表示] を選択します。

JSON フィールド
ユーザーが新しいダッシュボードを作成すると、新しいダッシュボード JSON オブジェクトが次のフィー
ルドで初期化されます。

Note

次の JSON では、idがとして表示されます。これはnull、ダッシュボードが保存されるまでに
割り当てられたデフォルト値です。ダッシュボードを保存すると、idフィールドに整数値が割り
当てられます。

{ 
  "id": null, 
  "uid": "cLV5GDCkz", 
  "title": "New dashboard", 
  "tags": [], 
  "style": "dark", 
  "timezone": "browser", 
  "editable": true, 
  "hideControls": false, 
  "graphTooltip": 1, 
  "panels": [], 
  "time": { 
    "from": "now-6h", 
    "to": "now" 
  }, 
  "timepicker": { 
    "time_options": [], 
    "refresh_intervals": [] 
  }, 
  "templating": { 
    "list": [] 
  }, 
  "annotations": { 
    "list": [] 
  }, 
  "refresh": "5s", 

532



Amazon Managed Grafana ユーザーガイド
ダッシュボード

  "schemaVersion": 17, 
  "version": 0, 
  "links": []
}

次の表は、ダッシュボード JSON の各フィールドの使用方法の詳細を示しています。

名前 使用方法

id ダッシュボードの固有の数値識別子 (データベースによって生成される)。

uid 誰でも生成できる一意のダッシュボード識別子。uidは 8 ～ 40 文字の文字列です。

title ダッシュボードの現在のタイトル。

タグ ダッシュボードに関連付けられたタグ。JSON では、タグは文字列の配列です。

style ダッシュボードのテーマ (例:、darkまたはlight)。

timezone ダッシュボードのタイムゾーン (utcまたはbrowser)。

editable ダッシュボードを編集できるかどうか。

graphTooltipツールチップスタイル。

• 0十字線やツールチップが共有されない場合 (デフォルト)
• 1共有十字線用
• 2共有十字線と共有ツールチップ用

time ダッシュボードの時間範囲 (たとえば、過去 6 時間、過去 7 日間)。

timepicker タイムピッカーメタデータ。詳細については、「タイムピッカー (p. 534)」を参照して
ください。

templating テンプレートメタデータ。詳細については、「テンプレートと変数 (p. 549)」を参照し
てください。

annotations注釈メタデータ。詳細については、「注釈 (p. 520)」を参照してください。

refresh 自動更新間隔。

schemaVersionJSON スキーマのバージョン (整数)。Amazon マネージド Grafana の更新によってスキー
マが変更されるたびにインクリメントされます。

version ダッシュボードのバージョン (整数)。ダッシュボードが更新されるたびに増加します。

panels パネルアレイ。詳細については、「パネル (p. 533)」を参照してください。

パネル
パネルは、ダッシュボードの構成要素です。データソースクエリ、グラフの種類、エイリアス、その他の
データで構成されています。パネル JSON は、それぞれが異なるパネルを表す JSON オブジェクトの配列
で構成されます。ほとんどのフィールドはすべてのパネルに共通ですが、一部のフィールドはパネルタイ
プによって異なります。次の例は、テキストパネルのパネル JSON を示しています。

"panels": [ 
  { 
    "type": "text", 
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    "title": "Panel Title", 
    "gridPos": { 
      "x": 0, 
      "y": 0, 
      "w": 12, 
      "h": 9 
    }, 
    "id": 4, 
    "mode": "markdown", 
    "content": "# title" 
  }

パネルのサイズと位置

gridPosこのプロパティは、パネルのサイズと位置をグリッド座標で記述します。

• w— 1-24。ダッシュボードの幅は 24 列に分かれています。
• h— グリッドの高さの単位で。各グリッドの高さの単位は 30 ピクセルを表します。
• x— x の位置。x 位置は、と同じ列単位を使用しますw。
• y— y の位置。Y 位置は、と同じグリッド高さの単位を使用しますh。

グリッドには負の重力があり、パネルの上に空きスペースがある場合はパネルが上に移動します。

タイムピッカー

timepicker以下の例はオプションを示しています。

"timepicker": { 
    "collapse": false, 
    "enable": true, 
    "notice": false, 
    "now": true, 
    "refresh_intervals": [ 
      "5s", 
      "10s", 
      "30s", 
      "1m", 
      "5m", 
      "15m", 
      "30m", 
      "1h", 
      "2h", 
      "1d" 
    ], 
    "status": "Stable", 
    "type": "timepicker" 
  }

次の表は、の使用方法の詳細を示していますtimepicker。

名前 使用方法

collapse timepicker倒れているかどうか

enable timepickerアクティブ化されているかどうか

notice TODO

now TODO
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名前 使用方法

refresh_intervals TODO

status TODO

type TODO

テンプレート作成

templatingこのフィールドには、保存された値やその他のメタデータを含むテンプレート変数の配列が
含まれています。以下の例は、templatingメタデータを示しています。

 "templating": { 
    "enable": true, 
    "list": [ 
      { 
        "allFormat": "wildcard", 
        "current": { 
          "tags": [], 
          "text": "prod", 
          "value": "prod" 
        }, 
        "datasource": null, 
        "includeAll": true, 
        "name": "env", 
        "options": [ 
          { 
            "selected": false, 
            "text": "All", 
            "value": "*" 
          }, 
          { 
            "selected": false, 
            "text": "stage", 
            "value": "stage" 
          }, 
          { 
            "selected": false, 
            "text": "test", 
            "value": "test" 
          } 
        ], 
        "query": "tag_values(cpu.utilization.average,env)", 
        "refresh": false, 
        "type": "query" 
      }, 
      { 
        "allFormat": "wildcard", 
        "current": { 
          "text": "apache", 
          "value": "apache" 
        }, 
        "datasource": null, 
        "includeAll": false, 
        "multi": false, 
        "multiFormat": "glob", 
        "name": "app", 
        "options": [ 
          { 
            "selected": true, 
            "text": "tomcat", 
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            "value": "tomcat" 
          }, 
          { 
            "selected": false, 
            "text": "cassandra", 
            "value": "cassandra" 
          } 
        ], 
        "query": "tag_values(cpu.utilization.average,app)", 
        "refresh": false, 
        "regex": "", 
        "type": "query" 
      } 
    ] 
  }

次の表は、テンプレートセクションの使用方法の詳細を示しています。

名前 使用方法

有効にし
ます

テンプレートが有効になっているかどうか。

list それぞれが 1 つのテンプレート変数を表すオブジェクトの配列です。

すべて
のフォー
マット

データソースからすべての値を取得する際に使用する形式 (、wildcardglobregex、な
どpipe)。

現在 現在選択されている変数のテキストまたは値をダッシュボードに表示します

データ
ソース

変数のデータソースを表示します

[すべて含
む]

全値オプションが利用可能かどうか

マルチ 変数値リストから複数の値を選択できるかどうか

マルチ
フォー
マット

データソースから時系列を取得する際に使用する形式

name 可変の名前

options: ダッシュボードで選択可能な可変テキスト/値のペアの配列

query 変数の値を取得するために使用されるデータソースクエリ

リフレッ
シュ

TODO

regex TODO

タイプ 変数のタイプ (custom、query、またはinterval)

スクリプトダッシュボード
このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
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Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。
Warning

この機能は廃止されており、future のリリースでは削除されます。

定義したパターンで変化する指標名 (新しいサーバーなど) が多数ある場合、新しいダッシュボードを絶え
ず作成すると時間がかかることがあります。

スクリプト化されたダッシュボードでは、を使用してダッシュボードを動的に作成できます 
JavaScript。Grafana インストールフォルダーの下にpublic/dashboards/、という名前のファイルがあ
りますscripted.js。このファイルには、スクリプト化されたダッシュボードの例が含まれています。
次の URL を使用してアクセスできます。http://grafana_url/dashboard/script/scripted.js?
rows=3&name=myName

開くとscripted.js、ARGS変数から URL パラメーターを読み取り、行とパネルを追加する方法を確認で
きます。

例 scripted.js

var seriesName = 'argName';

if (!_.isUndefined(ARGS.name)) { 
  seriesName = ARGS.name;
}

dashboard.panels.push({ 
  title: 'Events', 
  type: 'graph', 
  fill: 1, 
  linewidth: 2, 
  gridPos: { 
    h: 10, 
    w: 24, 
    x: 0, 
    y: 10, 
  }, 
  targets: [ 
    { 
      target: "randomWalk('" + seriesName + "')", 
    }, 
    { 
      target: "randomWalk('random walk2')", 
    }, 
  ],
});

return dashboard;

その他の例
その他のサンプルは、Grafanapublic/dashboards/ インストールのディレクトリにあります。

探索
このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。
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Grafana ワークスペースでは、ダッシュボード UI に可視化用のダッシュボードを構築するためのツールが
用意されています。Exploreでは、ダッシュボードとパネルのオプションがすべて削除されるため、クエリ
に集中できます。有効なクエリができるまで繰り返し、ダッシュボードを計画して構築します。

インフラストラクチャの監視とインシデント対応では、他のツールに切り替えて何が悪かったのかをデ
バッグする必要がなくなりました。Exploreを使って指標やログを詳しく調べて原因を突き止めることがで
きます。

Exploreを使用すると、ダッシュボードを作成しなくてもデータを簡単に表示できます。データソースがグ
ラフと表のデータをサポートしている場合、Exploreは結果をグラフと表の両方として表示します。これに
より、データの傾向と詳細を同時に確認できます。

探索を始める
Note

デフォルトでは、Viewer ロールを持つユーザーには編集やアクセス権はありません。

左側のメニューの [Explorer] アイコンをクリックすると、空の [Explorer] タブが開きます。

パネル内の既存のクエリから開始するには、パネルメニューから「エクスプローラ」オプションを選択し
ます。これにより、パネルからのクエリを含む [エクスプローラ] タブが開きます。その後、ダッシュボー
ドの外でクエリを微調整または反復できます。

左上のドロップダウンリストからデータソースを選択します。Prometheus にはカスタムのExplore実装が
あります。他のデータソースは、標準のクエリエディターを使用します。

クエリフィールドでは、クエリを記述してデータを調べることができます。クエリフィールドの横には、
クリアボタン (X)、クエリの追加ボタン (+)、クエリの削除ボタン (-) の 3 つのボタンがあります。パネル
クエリエディタと同様に、複数のクエリを追加および削除できます。

分割、比較
分割表示機能を使用すると、 side-by-side グラフや表を比較したり、関連データを 1 ページにまとめて表
示したりできます。[分割] を選択すると、現在のクエリが複製され、ページが 2 side-by-side つのクエリに
分割されます。新しいクエリには別のデータソースを選択することもできます。これにより、2 つの異な
るサーバーの同じクエリを比較したり、ステージング環境と本番環境を比較したりできます。

スプリットビューでは、タイムピッカーについているタイムシンクボタンのいずれかを選択することで、
両方のパネルのタイムピッカーをリンクできます（一方を変更すると、もう一方も変更されます）。タイ
ムピッカーをリンクすると、分割ビュークエリの開始時刻と終了時刻が同期され、両方の分割パネルで同
じ時間間隔を表示できます。

[Close Split] を選択すると、新しく作成したクエリを閉じることができます。

短縮リンクの共有
複雑なクエリパラメータを含む長い URL /goto/:uidを共有する代わりに、短縮リンクの共有機能を使用
すると、その形式の小さくてシンプルな URL を作成できます。Exploreツールバーの共有オプションを選
択すると、短縮リンクを作成できます。一度も使用されない短縮リンクは、7 日後に自動的に削除されま
す。

クエリ履歴
クエリ履歴は、Exploreで使用したクエリのリストです。履歴はブラウザのローカルに保存され、共有され
ません。履歴を開いて操作するには、Exploreで [履歴の検索] を選択します。

クエリ履歴の表示
クエリ履歴では、次の操作を実行できます。
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• クエリを実行する
• コメントを作成または編集します。
• クエリをクリップボードにコピーします。
• クエリを含む短縮リンクをクリップボードにコピーします。
• クエリを開始します。

お気に入りクエリを管理します
[クエリ履歴] タブでスターが付けられたすべてのクエリは、[スター付き] タブに表示されます。お気に入
りのクエリにすばやくアクセスでき、から再入力しなくてもクエリを再利用できます。

クエリ履歴ソートできます
デフォルトでは、クエリ履歴には最新のクエリが表示されます。履歴は、日付またはデータソース名で昇
順または降順でソートできます。

クエリ履歴の右側のドロップダウンリストで、次のオプションのいずれかを選択します:フィールド。

• 最新のものから
• 古いものから
• データソース A-Z
• データソース Z-A

Note

分割表示の場合、ソートモードはアクティブなパネルにのみ適用されます。

クエリ履歴のフィルタリング
[クエリ履歴] タブと [スター付き] タブでは、クエリ履歴をデータソース名でフィルタリングできます。

1. [特定のデータソースのフィルタークエリ] を選択します。
2. 履歴のフィルタリングに使用するデータソースを選択します。複数のデータソースを選択できます。

[クエリ履歴] タブでは、垂直スライダーを使用してクエリを日付で絞り込むことができます。

• 下部のハンドルをドラッグして開始日を調整します。
• 上部のハンドルをドラッグして終了日を調整します。

Note

分割表示の場合、フィルターはアクティブなパネルにのみ適用されます。

クエリ履歴で検索します
履歴からクエリやコメントを検索できます。[クエリ履歴] タブと [スター] タブでクエリを検索できます。

1. 「検索クエリ」フィールドを選択します。
2. 検索フィールドに、検索語を入力します。

クエリ履歴設定
クエリ履歴は [設定] タブでカスタマイズできます。次の表では使用できるキーの一覧を示します。
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設定 デフォルト値

Grafana がクエリ履歴を保存する期間を指定しま
す。

1 週間

デフォルトのアクティブタブを変更します。 クエリ履歴タブ

Exploreで現在アクティブなデータソースのクエリ
のみを表示します。

True

クエリ履歴をクリアします。 (保存されているすべてのクエリを完全に削除する
には、[クエリ履歴をクリア] を選択します。)

Note

クエリ履歴設定はグローバルで、スプリットモードで両方のパネルに適用されます。

プロメテウス固有の機能
Exploreの最初のバージョンには、Prometheusのカスタムクエリエクスペリエンスが搭載されています。
クエリを実行すると、Grafana は実際に 2 つのクエリを実行します。1 つはグラフ用の通常の Prometheus 
クエリで、もう 1 つはテーブル用のインスタントクエリです。インスタントクエリは、各時系列の最後の
値を返します。これにより、グラフに表示されているデータの概要がよくわかります。

メトリクスexplorer

クエリフィールドの左側で、「Metrics」を選択し、Metric Explorerを開きます。これにより、
メトリックがプレフィックスごとにグループ化された階層メニューが表示されます。たとえ
ば、Alertmanageralertmanager のすべてのメトリクスはプレフィックスの下にグループ化されます。こ
れは、利用できるメトリクスを調べるための開始点です。

クエリーフィールド

クエリフィールドは、メトリック名や関数の自動補完をサポートしており、標準のPrometheusクエリエ
ディタとほぼ同じように機能します。Enter キーを押してクエリを実行します。

オートコンプリートメニューには、Ctrl+Space キーを押すことでアクセスできます。オートコンプリート
メニューには、最近実行されたクエリのリストを含む新しい履歴セクションが含まれています。

候補は [クエリ] フィールドの下に表示できます。候補を選択して、提案された変更でクエリを更新しま
す。

• カウンター（メトリックが単調に増加する）には、レート関数が推奨されます。
• バケットには、ヒストグラム関数が推奨されます。
• 記録ルールについては、ルールを拡張できます。

テーブルフィルター

テーブルパネルのラベル列にある [フィルター] ボタンを選択して、クエリ式にフィルターを追加します。
複数のクエリにフィルターを追加することもできます。フィルターはすべてのクエリに追加されます。

Logs 統合
Exploreを使用して、次のデータソースを使用してログを調査することもできます。
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• InfluxDB
• Elasticsearch

ログの視覚化

ログクエリの結果はグラフにヒストグラムとして表示され、個々のログは下に表示されます。データソー
スが要求された時間範囲のヒストグラムデータを送信しない場合、ログモデルは、自動的に計算された時
間間隔でまとめられたログ行数に基づいて時系列を計算します。ヒストグラムの開始位置は、結果の最初
のログ行のタイムスタンプによって固定されます。時系列の最後は、タイムピッカーの To 範囲に固定さ
れます。

ログレベル

レベルラベルが指定されているログの場合、Grafana はラベルの値を使用してログレベルを決定し、それ
に応じて色を更新します。ログにレベルラベルが指定されていない場合、Grafana はログを解析して、そ
の内容がサポートされている式のいずれかに一致するかどうかを確認します。ログレベルは常に最初に一
致した時点で決定されます。Grafana がログレベルを判断できない場合、未知のログレベルで視覚化され
ます。次の表は、ログレベルと、ログレベルの略語と表現のマッピングを示しています。

サポートされる表現 ログレベル Color

現れる 非常事態 パープル

致命的 非常事態 パープル

アラート 非常事態 パープル

評論家 非常事態 パープル

非常事態 非常事態 パープル

誤り エラー 赤色

エラー エラー 赤色

エラー エラー 赤色

警告する warning 黄色

warning warning 黄色

info info 緑

情報 info 緑

通知 info 緑

デバッグ debug 青色

debug debug 青色

トレース トレース ライトブルー

* 不明 グレー

ビジュアライゼーションオプション

ログの表示方法をカスタマイズしたり、表示する列を選択したりできます。

541



Amazon Managed Grafana ユーザーガイド
探索

時間

このオプションは、時間列を表示または非表示にします。これは、データソースから報告されたログ行に
関連するタイムスタンプです。

ユニークなラベル

このオプションは、一般的でないラベルのみを含むユニークラベル列を表示または非表示にします。一般
的なラベルはすべて上に表示されます。

ラップライン

表示で行折り返しを使用するには、これを True に設定します。このオプションを False に設定すると、水
平スクロールになります。

重複排除

ログデータは非常に繰り返されることがあります。Exploreは、重複するログ行を非表示にすることで役立
ちます。さまざまな重複排除アルゴリズムから選択できます。

• 完全一致 — 日付フィールドを除く行全体で完全一致が行われます。
• 数字 — 継続時間や IP アドレスなどの数字を取り除いた後、その回線上で照合が行われます。
• 署名 — 最も積極的な重複排除で、すべての文字と数字が削除されます。マッチは残りの空白と句読点で

行われます。

結果の順序を反転

受信したログの順序をデフォルトの降順 (新しい順) から昇順 (古い順) に変更できます。

ラベルと検出フィールド

各ログ行には、ラベルと検出されたフィールドを含む拡張可能な領域があり、より確実に操作できます。
すべてのラベルについて、選択したラベルをフィルタリング (ポジティブフィルター) および除外 (ネガ
ティブフィルター) できます。各フィールドまたはラベルには、表示されているすべてのログに関する1回
限りの統計情報を表示する統計アイコンもあります。

検出されたフィールドを切り替える

ログが JSON または logfmt で構造化されている場合は、検出されたフィールドを表示または非表示にでき
ます。ログ行を展開し、目のアイコンを選択してフィールドを表示または非表示にします。

{{< docs-imagebox img=」/img/docs/explore/parsed-fields-7-2.gif "max-width=" 800px」caption= "Explore
で検出されたフィールドを切り替える」>}}

トレーシング統合
Exploreでは、トレーシングデータソースのトレースを視覚化できます。現在サポートされているデータ
ソース:

• Jaeger (p. 134)
• テンポ (p. 184)
• AWS X-Ray (p. 106)
• ジプキン (p. 191)

クエリエディタの使用方法については、特定のデータソースのドキュメントを参照してください。
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[Header] (ヘッダー)

ヘッダーには、次が含まれます。

• ルートスパンの名前とトレース ID を示すヘッダータイトル
• 検索:検索されたテキストを含むスパンを強調表示します
• トレースに関するメタデータ

ミニマップ

ミニマップには、要約ビューまたはトレースタイムラインが表示されます。ミニマップ上でマウスをド
ラッグすると、より狭い時間範囲にズームできます。ズームするとメインタイムラインも更新されるの
で、短いスパンが見やすくなります。ズーム中にミニマップ上で一時停止すると、「選択範囲をリセッ
ト」ボタンが表示され、ズームがリセットされます。

タイムライン

タイムラインには、トレース内のスパンのリストが表示されます。各スパン行は、次で構成されます。

• 「子スパンを展開」ボタン:選択したスパンのすべての子スパンを展開または縮小します
• サービス名:スパンを記録したサービスの名前
• 操作名:このスパンが表す操作の名前
• スパン期間バー:トレース内の操作時間を視覚的に表します

スパン行の任意の場所を選択すると、スパンの詳細が表示されます。

スパンの詳細

スパンの詳細には、次が含まれます。

• オペレーション名
• スパンメタデータ
• タグ (このスパンに関連するすべてのタグ)
• プロセスメタデータ (このスパンを記録したプロセスに関するメタデータ)
• ログ:このスパンで記録されたログと関連するキー値のリスト。Zipkinのログセクションの場合、Zipkinの

注釈が表示されます。

Exploreとダッシュボード間の移動
Exploreからダッシュボードへ、またはその逆に定期的に切り替えるワークフローを迅速化するために、パ
ネルのドロップダウンからExploreに移動した後に元のダッシュボードに戻る機能を追加しました。

Exploreに移動すると、Exploreツールバーに「戻る」ボタンが表示されます。

ボタンを選択するだけで元のダッシュボードに戻るか、Exploreで行った変更をダッシュボードに戻したい
場合は、ボタンの横にある矢印を選択すると、「変更してパネルに戻る」メニュー項目が表示されます。

クエリインスペクター
Exploreでは、クエリのデバッグに役立つように、クエリのリクエストとレスポンス、クエリの統計を
クエリインスペクターで調べることができます。この機能は、パネルインスペクターの「Stats」タブと
「Query」タブに似ています。詳細については、「クエリパフォーマンスの検査 (p. 518)」および「デー
タソースへの未処理のリクエストとレスポンスを表示 (p. 518)」を参照してください。
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Linking (リンク中)
このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

リンクを使用して、よく使用するダッシュボード間を移動したり、他のユーザーをビジュアライゼーショ
ンに接続したりできます。リンクを使用すると、他のダッシュボード、パネル、さらには外部の Web サ
イトへのショートカットを作成できます。

Amazon Managed Grafana は、ダッシュボードリンク、パネルリンク、データリンクをサポートしていま
す。ダッシュボードの上部にダッシュボードのリンクが表示されます。パネル左上隅にあるアイコンを選
択した上で、パネルリンクにアクセスできます。

どのリンクを使うべきですか？
まず、現在ダッシュボード間をどのように移動しているかを調べることから始めます。複数のダッシュ
ボード間を行き来し、それぞれで同じコンテキストを見つけるのに苦労している場合は、リンクがワーク
フローの最適化に役立ちます。

次のステップは、どのリンクタイプがワークフローに適しているかを判断することです。Grafana のすべ
てのリンクタイプは、他のダッシュボードや外部 Web サイトへのショートカットの作成に使用されます
が、さまざまな状況で機能します。

• ダッシュボードのほとんどまたはすべてのパネルに関連するリンクを追加するには、を使用しますダッ
シュボードリンク (p. 544)。

• 特定のパネルを詳しく調べるには、を使用してくださいパネルリンク (p. 546)。
• 外部サイトにリンクするには、ダッシュボードリンクまたはパネルリンクのいずれかを使用できます。
• 特定のシリーズや 1 つの測定結果を詳しく調べるには、を使用してくださいデータリンク (p. 547)。

URL を使用して時間範囲を制御する
ダッシュボード URL に次のクエリパラメータを指定することで、パネルまたはダッシュボードの時間範囲
を制御できます。

• fromミリ秒エポックで指定された時間範囲の下限を定義します。
• toミリ秒エポックで指定された時間範囲の上限を定義します。
• timetime.windowtime-time.window/2からまでの時間範囲を定義しますtime
+time.window/2。どちらのパラメータもミリ秒単位で指定する必要があります。たとえば、?
time=1500000000000&time.window=10000 1499999995000から1500000005000までの10秒の時間
範囲になります

ダッシュボードリンク
このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

ダッシュボードリンクを作成するときに、時間範囲と現在のテンプレート変数を含めて、別のダッシュ
ボードの同じコンテキストに直接ジャンプできます。これにより、リンクを送信した相手が正しいデー
タを見ていることを確認できます。他の種類のリンクについては、を参照してくださいデータリンク変
数 (p. 548)。
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ダッシュボードリンクを追加した上で、ダッシュボードの右上隅にそのリンクが表示されます。

ダッシュボードへのリンクの追加

現在のダッシュボードの上部に他のダッシュボードへのリンクを追加します。

1. リンクの追加するダッシュボードを表示した上で、画面の上部にある歯車アイコンを選択して、ダッ
シュボードの設定を開きます。

2. [リンク] を選択し、[ダッシュボードリンクを追加] または [新規] を選択します。
3. 「タイプ」で、「ダッシュボード」を選択します。
4. リンクオプションの選択:

• タグ付き — タグを入力して、リンクされたダッシュボードを、入力したタグのあるダッシュボード
のみに制限します。それ以外の場合、Grafana ワークスペースには他のすべてのダッシュボードへ
のリンクが含まれます。

• ドロップダウンとして — 多数のダッシュボードにリンクしている場合はこのオプションを選択
し、ドロップダウンリストにオプションのタイトルを追加します。このオプションを選択しない場
合、Grafana ワークスペースでは、ダッシュボードの上部にダッシュボードのリンクが並べて表示
されます。

• 時間範囲 — ダッシュボードの時間範囲をリンクに含めるには、このオプションを選択します。ユー
ザーがリンクを選択すると、リンクされたダッシュボードが開き、指定された時間範囲がすでに設
定されています。

• 変数値 — このオプションを選択すると、現在クエリパラメータとして使用されているテンプレート
変数がリンクに含まれます。ユーザーがリンクを選択すると、リンクされたダッシュボード内の一
致するテンプレートがリンクの値に設定されます。

• 新しいタブで開く — このオプションを選択すると、ダッシュボードリンクが新しいタブまたはウィ
ンドウで開きます。

5. [Add] (追加) を選択します。

URL リンクをダッシュボードに追加する

現在のダッシュボードの上部にURLへのリンクを追加します。ダッシュボード、パネル、外部サイトな
ど、使用可能な任意の URL にリンクできます。時間範囲を制御して、ユーザーに Grafana ワークスペー
スの特定のデータが表示されるようにすることもできます。

1. リンクするダッシュボードを表示した上で、画面の上部にある歯車アイコンを選択して、ダッシュ
ボードの設定を開きます。

2. [リンク] を選択し、[ダッシュボードリンクを追加] または [新規] を選択します。
3. 「タイプ」で、「リンク」を選択します。
4. リンクオプションの選択:

• URL — リンクする URL を入力します。ターゲットによって、フィールド値を含める必要がある場
合もあります。

• タイトル — リンクに表示するタイトルを入力します。
• ツールチップ — ユーザーがリンクにカーソルを合わせたときに表示させたいツールチップを入力し

ます。
• アイコン — リンクと共に表示するアイコンを選択します。
• 時間範囲 — ダッシュボードの時間範囲をリンクに含めるには、このオプションを選択します。ユー

ザーがリンクを選択すると、リンクされたダッシュボードが開き、指定された時間範囲がすでに設
定されています。
• fromミリ秒エポックで指定された時間範囲の下限を定義します。
• toミリ秒エポックで指定された時間範囲の上限を定義します。
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• timetime.windowtime-time.window/2からまでの時間範囲を定義しますtime
+time.window/2。どちらのパラメータもミリ秒単位で指定する必要があります。たとえば、?
time=1500000000000&time.window=10000結果は 1499999995000 から 1500000005000 ま
での 10 秒の時間範囲になります。

• 変数値 — このオプションを選択すると、現在クエリパラメータとして使用されているテンプ
レート変数がリンクに含まれます。ユーザーがリンクを選択すると、リンクされたダッシュボー
ド内の一致するテンプレートがリンクの値に設定されます。たとえば、https://play.grafana.org/
d/000000074/alerting?var-app=backend&var-server=backend_01&var-server=backend_03&var-
interval=1h

• 新しいタブで開く — このオプションを選択すると、ダッシュボードリンクが新しいタブまたはウィ
ンドウで開きます。

5. [Add] (追加) を選択します。

ダッシュボードリンクの更新

既存のダッシュボードリンクの変更、更新するには、以下の手順を使用します。

1. ダッシュボード設定の [リンク] タブで、編集する既存のリンクを選択します。
2. 設定を変更し、[更新] を選択します。

ダッシュボードリンクの複製

既存のダッシュボードリンクを複製するには、複製する既存のリンクの横にある複製アイコンを選択しま
す。

ダッシュボードリンクの削除

既存のダッシュボードリンクの削除するには、削除するリンクのごみ箱アイコンを選択します。

パネルリンク

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

各パネルには、パネルの左上隅に表示される独自のリンクのセットがあります。ダッシュボード、パ
ネル、外部サイトなど、使用可能な任意の URL にリンクできます。時間範囲を制御して、ユーザーに 
Grafana ワークスペースの特定のデータが表示されるようにすることもできます。

パネルの左上隅にあるアイコンを選択して、利用可能なパネルリンクを表示します。

パネルリンクの追加

1. リンクを追加したいパネルで一時停止し、e を押します。または、パネルタイトルの横にあるドロッ
プダウン矢印を選択し、[編集] を選択します。

2. 「パネル」タブで、「リンク」セクションまでスクロールします。
3. [リンク] を展開し、[リンクを追加] を選択します。
4. リンクのタイトルを入力します。タイトルは UI に表示されます。
5. リンクする URL を入力します。ダッシュボードで定義されているテンプレート変数の 1 つを含める

ことができます。Ctrl+Space キーまたは Cmd+Space キーを押し、URL フィールドを選択すると、使
用可能な変数が表示されます。パネルリンクにテンプレート変数を追加すると、リンクは関連する変
数がすでに設定されている適切なコンテキストにユーザーを誘導します。時間変数も使用できます
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• fromミリ秒エポックで指定された時間範囲の下限を定義します。
• toミリ秒エポックで指定された時間範囲の上限を定義します。
• timetime.windowtime-time.window/2からまでの時間範囲を定義しますtime
+time.window/2。どちらのパラメータもミリ秒単位で指定する必要があります。たとえば、?
time=1500000000000&time.window=10000結果は 1499999995000 から 1500000005000 まで
の 10 秒の時間範囲になります。

6. 新しいタブで開くには、[新しいタブで開く] を選択します。
7. [保存] を選択して変更を保存し、ウィンドウを閉じます。
8. 右上部にある [保存] を選択して、ダッシュボードに加えた変更を保存します。

パネルリンクの更新

1. パネルタブで、変更したいリンクを探します。
2. 編集（鉛筆）アイコンを選択して、「リンクを編集」ウィンドウを開きます。
3. 必要に応じて変更します。
4. [保存] を選択して変更を保存し、ウィンドウを閉じます。
5. 右上部にある [保存] を選択して、ダッシュボードに加えた変更を保存します。

パネルリンクの削除

1. パネルタブで、削除するリンクを探します。
2. 削除するリンクの横にある X アイコンを選択します。
3. 右上部にある [保存] を選択して、ダッシュボードに加えた変更を保存します。

データリンク
このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

データリンクは、リンクのコンテキストをより詳細に把握できます。シリーズ名や値を含むリンクを作成
できます。たとえば、ビジュアライゼーションに 4 台のサーバーが表示されている場合、そのうちの 1 台
または 2 台にデータリンクを追加できます。

リンク自体には、ビジュアライゼーションに応じてさまざまな方法でアクセスできます。グラフパネルで
は、データポイントまたはラインを選択する必要があります。統計、ゲージ、バーゲージなどのパネルで
は、ビジュアライゼーションの任意の場所を選択してコンテキストメニューを開くことができます。

データリンクの変数を使用して、データフィルターを保存した詳細なダッシュボードにユーザーを誘導で
きます。たとえば、可変を使用して、時間範囲、シリーズ、および可変の選択を指定できます。詳細につ
いては、「データリンク変数 (p. 548)」を参照してください。

先行入力提案
データリンクを作成または更新するときに、キーボードの Ctrl+Space キーまたは Cmd+Space Cmd
+Space キーを押して先行入力候補を開き、URL に変数を簡単に追加できます。

データリンクの追加

1. リンクを追加したいパネルで一時停止し、e を押します。または、パネルタイトルの横にあるドロッ
プダウン矢印を選択し、[編集] を選択します。
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2. [フィールド] タブで、[データリンク] セクションまでスクロールします。
3. [データリンク] を展開し、[リンクを追加] を選択します。
4. リンクのタイトルを入力します。タイトルは UI に表示されます。
5. リンクする URL を入力します。

ダッシュボードで定義されているテンプレート変数のいずれかを追加できます。URL フィールドを
選択し、$ と入力するか、 Ctrl+Space キーまたは Cmd+Space キーを押すと、使用可能な変数のリ
ストが表示されます。パネルリンクにテンプレート変数を追加すると、リンクは関連する変数がすで
に設定されている適切なコンテキストにユーザーを誘導します。詳細については、「データリンク変
数 (p. 548)」を参照してください。

6. 新しいタブで開くには、[新しいタブで開く] を選択します。
7. [保存] を選択して変更を保存し、ウィンドウを閉じます。
8. 右上部にある [保存] を選択して、ダッシュボードに加えた変更を保存します。

データリンクの更新

1. [フィールド] タブで、変更したいリンクを探します。
2. 編集（鉛筆）アイコンを選択して、「リンクを編集」ウィンドウを開きます。
3. 必要に応じて変更します。
4. [保存] を選択して変更を保存し、ウィンドウを閉じます。
5. 右上部にある [保存] を選択して、ダッシュボードに加えた変更を保存します。

データリンクの削除

1. [フィールド] タブで、削除するリンクを探します。
2. 削除するリンクの横にある X アイコンを選択します。
3. 右上部にある [保存] を選択して、ダッシュボードに加えた変更を保存します。

データリンク変数
データリンクの変数を使用して、シリーズフィールド、ラベル、および値を表示できます。データリンク
の詳細については、「」を参照してくださいデータリンク (p. 547)。

使用可能な変数のリストを表示するには、データリンク URL フィールドに $ と入力します。

データリンク URL にテンプレート変数を使用することもできます。詳細については、「テンプレートと変
数 (p. 549)」を参照してください。

時間範囲パネル変数

次の変数を使用して、データリンク URL に現在の時間範囲を含めることができます。

• __url_time_range— 現在のダッシュボードの時間範囲。例:?from=now-6h&to=now
• $__from and $__to— 詳細については、[グローバル変数] ({{< relref「.. /変数/変数タイプ/グローバル

変数.md #__from-and-__to」>}})。

シリーズ変数

シリーズ固有の変数は、__series名前空間の下で使用できます。

• __series.name— シリーズ名を URL に追加します
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• __series.labels.<LABEL>— ラベルの値を URL に追加します。ラベルにドットが含まれている場
合は、__series.labels["<LABEL>"]構文を使用してください。

フィールド変数

フィールド固有の変数は、__field名前空間の下で使用できます。

• __field.name— フィールドの名前

値変数

値固有の変数は、__value名前空間の下で使用できます。

• __value.time— URL に対する値のタイムスタンプ (Unix ms エポック)。たとえば、?
time=1560268814105

• __value.raw— 未加工の値
• __value.numeric— 値の数値表示
• __value.text— 値のテキスト表示
• __value.calc— 値が計算結果の場合の計算名

テンプレート変数

テンプレート変数を使用する別のダッシュボードにリンクする場合は、リンクを選択した人の変数値を選
択してください。

使用するにはvar-myvar=${myvar}、現在のダッシュボードで使用したいテンプレート変数の名前と一
致するテンプレート変数の名前を指定します。myvar

現在のダッシュボードのすべての変数を URL に追加するには、を使用します__all_variables。

テンプレートと変数
このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

変数は値のプレースホルダーです。変数は、メトリッククエリとパネルタイトルで使用できます。変数を
使用すると、よりインタラクティブで動的なダッシュボードを作成できます。メトリッククエリにサー
バー、アプリケーション、センサー名などをハードコーディングする代わりに、変数を代わりに使用でき
ます。

変数は、ダッシュボードの上部にある。ダッシュボード上部のドロップダウンリストを使用して値を変更
すると、パネルのメトリッククエリに新しい値が反映されます。

これらは、閲覧者がビジュアライゼーションをすばやく調整できるようにしたいが、完全な編集権限は与
えたくない管理者にとって特に便利です。Grafana ビューアーは変数を使用できます。

変数とテンプレートを使用することで、ダッシュボードを単一ソースにすることができます。同一のデー
タソースまたはサーバーが複数ある場合は、1 つのダッシュボードを作成し、変数を使用して表示内容を
変更できます。これにより、メンテナンスと維持管理が簡単になります。

サポートされている変数タイプの一覧と各タイプの変数を追加する手順については、を参照してくださ
い。変数タイプ (p. 550)

549



Amazon Managed Grafana ユーザーガイド
テンプレートと変数

テンプレート
テンプレートは、変数を含む任意のクエリです。

たとえば、複数のサーバーを監視するダッシュボードを管理している場合、サーバーごとにダッシュボー
ドを作成できます。または、次の例に示すように、1 つのダッシュボードを作成したパネルを使用するこ
ともできます。

wmi_system_threads{instance=~"$server"}

変数値は、次の構文を使用して常に URLvar-<varname>=value と同期されます。

さまざまなベストプラクティス
変数ドロップダウンリストは、ダッシュボード設定の変数リストにリストされている順序で表示されま
す。

頻繁に変更する変数を一番上に配置して、ダッシュボードの左端に最初に表示されるようにします。

可変構文
パネルタイトルとメトリッククエリでは、次の 2 つの異なる構文を使用して変数を表示できます。

• $varnameこの構文は、apps.frontend.$server.requests.count次の例のように読みやすいで
す。ただし、単語の途中に変数を使用することはできません。

• ${var_name}この構文は、式の途中で変数を補間する場合に使用します。
• ${var_name:<format>}この形式により、Grafana が値を補間する方法をさらに制御できます。詳細

については、「可変形式オプション (p. 560)」を参照してください。

クエリがデータソースに送信される前に、クエリが補間されます。つまり、変数は現在の値に置き換えら
れます。補間中に、クエリ言語の構文とその使用場所に合わせて変数値がエスケープされることがありま
す。たとえば、Prometheus クエリの正規表現で使用される変数は正規表現エスケープされます。補間中
の値のエスケープの詳細については、データソース固有のドキュメントトピックをお読みください。

データ・ソースのデフォルト・フォーマットを上書きする高度な構文については、を参照してください可
変形式オプション (p. 560)。

変数タイプ

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

Grafana はいくつかのタイプの変数を使用します。

変数タイプ 説明

Query メトリック名、サーバー名、センサー ID、デー
タセンターなど、クエリによって生成された値の
リスト。詳細については、「クエリ変数を追加す
る (p. 551)」を参照してください。
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変数タイプ 説明

Custom カンマ区切りのリストを使用して変数オプション
を手動で定義します。詳細については、「カスタ
ム変数の追加 (p. 552)」を参照してください。

[テキストボックス] オプションのデフォルト値を含むテキスト入力
フィールドを表示します。詳細については、「テ
キストボックス変数の追加 (p. 553)」を参照して
ください。

[定数] 隠し定数を定義します。詳細については、「定数
変数を追加する (p. 554)」を参照してください。

データソース ダッシュボード全体のデータソースをすばやく変
更できます。詳細については、「データソース変
数の追加 (p. 555)」を参照してください。

Interval 間隔変数はタイムスパンを表します。詳細につい
ては、「間隔変数の追加 (p. 555)」を参照してく
ださい。

アドホックフィルター データソース（InfluxDB、Prometheus、 
OpenSearch のみ）のすべてのメトリッククエ
リに自動的に追加されるキー/値フィルター。
詳細については、「アドホックフィルターの追
加 (p. 556)」を参照してください。

グローバル変数 クエリエディタの式で使用できる組み込み変数。
詳細については、「グローバル変数 (p. 558)」を
参照してください。

連鎖された変数 変数クエリには他の変数を含めることがで
きます。詳細については、「連鎖された変
数 (p. 557)」を参照してください。

クエリ変数を追加する
クエリ変数を使用して、メトリック名、タグ値、またはキーのリストを返すデータソースクエリを作成で
きます。たとえば、クエリ変数は、サーバー名、センサー ID、またはデータセンターのリストを返す場合
があります。変数値は、データソースクエリでオプションを動的に取得するときに変化します。

クエリ式には他の変数への参照を含めることができ、実際にはリンク変数を作成できます。Grafana はこ
れを検出し、リンクされた変数のいずれかが変更されると変数を自動的に更新します。

クエリ表現

クエリ式は、データソースごとに異なります。詳細については、データソースのドキュメントを参照して
くださいデータソース (p. 55)。

一般オプションの入力

クエリ変数の一般的なオプションを入力するには

1. 変数を作成したダッシュボードに移動し、ページの上部にある [ダッシュボード設定] をクリックしま
す。

2. 「変数」タブで、「新規」を選択します。
3. 変数の名前を入力します。
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4. 「タイプ」リストで、「クエリ」を選択します。
5. (オプション) [Label] (ラベル) には、変数ドロップダウンリストの表示名を入力します。表示名を入力

しない場合、ドロップダウンラベルは変数名になります。
6. 非表示オプションを選択してください:

• 選択なし (空白) — 変数ドロップダウンリストには、変数名またはラベル値が表示されます。これが
デフォルトです。

• ラベル — 変数ドロップダウンリストには、選択した変数値と下矢印のみが表示されます。
• 変数 — ダッシュボードに変数ドロップダウンリストは表示されません。

クエリオプションの入力

クエリ変数のクエリオプションを入力するには

1. データソースリストで、クエリのターゲットデータソースを選択します。データソースの詳細につい
ては、「」を参照してくださいデータソース (p. 55)。

2. 更新リストで、変数がオプションを更新するタイミングを選択します。

• なし-変数クエリをキャッシュし、値は更新されません。値が変化しない場合は問題ありませんが、
値が動的で頻繁に変化する場合は問題があります。

• ダッシュボード読み込み時-ダッシュボードが読み込まれるたびにデータソースをクエリします。こ
れにより、ダッシュボードを初期化する前に変数クエリを完了する必要があるため、ダッシュボー
ドの読み込みが遅くなります。

• 時間範囲の変更時-ダッシュボードの時間範囲が変更されたときにデータソースを照会します。この
オプションは、変数オプションクエリに時間範囲フィルターが含まれている場合、またはダッシュ
ボードの時間範囲に依存している場合にのみ使用してください。

3. 「クエリ」フィールドに、クエリーを入力します。

• クエリフィールドは、データソースによって異なります。一部のデータソースにはカスタムクエリ
エディターがあります。

• 単一入力フィールドのクエリエディターでさらに多くのスペースが必要な場合は、フィールドの右
下隅にある行を一時停止し、下にドラッグして展開します。

4. (オプション) Regex フィールドに正規表現を入力して、データソースクエリによって返される名前の
特定の部分をフィルタリングまたはキャプチャします。例については、「正規表現による変数のフィ
ルタリング (p. 564)」を参照してください。

5. ソートリストで、ドロップダウンリストに表示する値のソート順序を選択します。デフォルトオプ
ションの [無効] は、データソースクエリによって返されるオプションの順序が使用されることを意味
します。

6. (オプション) 選択オプションを入力します。詳細については、「変数選択オプションの入
力 (p. 560)」を参照してください。

7. 値のプレビューでは、Grafana ワークスペースに現在の変数値のリストが表示されます。それらを確
認して、期待どおりであることを確認します。

8. [追加] を選択して変数をダッシュボードに追加します。

カスタム変数の追加

変化しない値にはカスタム変数を使用してください。これは数字、文字列、あるいは他の変数かもしれま
せん。

たとえば、変更されないサーバー名または地域名がある場合は、それらをクエリ変数ではなくカスタム変
数として作成できます。これらは変化しないため、他のクエリ変数ではなく連鎖変数で使用することもで
きます。これにより、連鎖変数が更新されたときにGrafanaが送信しなければならないクエリの数が減り
ます。連鎖された変数の詳細については、「」を参照してください連鎖された変数 (p. 557)。
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一般オプションの入力

カスタム変数のクエリオプションを入力するには

1. 変数を作成したいダッシュボードに移動し、ページ上部のダッシュボード設定 (歯車) アイコンを選択
します。

2. 「変数」タブで、「新規」を選択します。
3. 変数の名前を入力します。
4. 「タイプ」リストで、「カスタム」を選択します。
5. (オプション) [Label] (ラベル) には、変数ドロップダウンリストの表示名を入力します。表示名を入力

しない場合、ドロップダウンラベルは変数名になります。
6. 非表示オプションを選択してください:

• 選択なし (空白) — 変数ドロップダウンリストには、変数名またはラベル値が表示されます。これが
デフォルトです。

• ラベル‐変数リストのドロップダウンには、選択した変数値と下矢印のみが表示されます。
• 変数 — ダッシュボードに変数ドロップダウンリストは表示されません。

カスタムオプションの入力

カスタム変数にカスタムオプションを入力するには

1. 「カンマで区切られた値」リストに、この変数の値をカンマで区切ったリストに入力します。数字、
文字列、その他の変数、またはコロンで区切られたキーと値のペアを含めることができます。

2. (オプション) 選択オプションを入力します。詳細については、「変数選択オプションの入
力 (p. 560)」を参照してください。

3. 値のプレビューでは、Grafana ワークスペースに現在の変数値のリストが表示されます。それらを確
認して、期待どおりであることを確認します。

4. [追加] を選択して変数をダッシュボードに追加します。

テキストボックス変数の追加

テキストボックス変数には、オプションのデフォルト値を含むテキスト入力フィールドが表示されます。
これは任意の値を入力できるため、最も柔軟性の高い変数です。このタイプの変数は、カーディナリティ
の高い指標がある場合、またはダッシュボードの複数のパネルを同時に更新する場合に使用します。

一般オプションの入力

テキストボックス変数の一般的なオプションを入力するには

1. 変数を作成したいダッシュボードに移動し、ページ上部のダッシュボード設定 (歯車) アイコンを選択
します。

2. 「変数」タブで、「新規」を選択します。
3. 変数の名前を入力します。
4. 「タイプ」リストで、「テキストボックス」を選択します。
5. (オプション) [Label] (ラベル) には、変数ドロップダウンリストの表示名を入力します。表示名を入力

しない場合、ドロップダウンラベルは変数名になります。
6. 非表示オプションを選択してください:

• 選択なし (空白) — 変数ドロップダウンリストには、変数名またはラベル値が表示されます。これが
デフォルトです。

• ラベル — 変数ドロップダウンリストには、選択した変数値と下矢印のみが表示されます。
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• 変数 — ダッシュボードに変数ドロップダウンリストは表示されません。

テキストオプションの入力

テキストボックス変数のテキストオプションを入力するには

1. (オプション)「デフォルト値」フィールドで、変数のデフォルト値を選択します。このフィールドに
何も入力しない場合、Grafana はテキストを入力できる空のテキストボックスを表示します。

2. 値のプレビューでは、Grafana は現在の変数値のリストを表示します。それらを確認して、期待どお
りであることを確認します。

3. [追加] を選択して変数をダッシュボードに追加します。

定数変数を追加する

隠し定数を定義するには、定数変数を使用します。定数変数は、共有するダッシュボードのメトリックパ
スプレフィックスに便利です。ダッシュボードをエクスポートすると、定数変数はインポートオプション
に変換されます。

定数変数は柔軟ではありません。各定数変数は値を 1 つだけ保持します。更新するには、変数設定を更新
する必要があります。

定数変数は、クエリに含める必要がある複雑な値があるが、クエリごとに再入力したくない場合に役立ち
ます。たとえば、というサーバーパスがある場合はi-0b6a61efe2ab843gg、それをという変数に置き換
えることができます$path_gg。

一般オプションの入力

定数変数の一般的なオプションを入力するには

1. 変数を作成したダッシュボードに移動した上で、ページの上部にある [ダッシュボード設定] をクリッ
クします。

2. 「変数」タブで、「新規」を選択します。
3. 変数の名前を入力します。
4. 「タイプ」リストで、「定数」を選択します。
5. (オプション) [Label] (ラベル) には、変数ドロップダウンリストの表示名を入力します。表示名を入力

しない場合、ドロップダウンラベルは変数名になります。
6. 非表示オプションを選択してください:

• 変数 — ダッシュボードに変数ドロップダウンリストは表示されません。これがデフォルトです。
• 選択なし (空白) — 変数ドロップダウンリストには、変数名またはラベル値が表示されます。
• ラベル — 変数ドロップダウンリストには、選択した変数値と下矢印のみが表示されます。

定数オプションの入力

定数変数に定数オプションを入力するには

1. 「値」フィールドに、変数値を入力します。文字、数字、記号を入力できます。高度な変数フォー
マットオプションを使用する場合は、ワイルドカードも使用できます。詳細については、「可変形式
オプション (p. 560)」を参照してください。

2. 値のプレビューでは、Grafana ワークスペースに現在の変数値が表示されます。レビューして、期待
どおりであることを確認してください。

3. [追加] を選択して変数をダッシュボードに追加します。
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データソース変数の追加

ダッシュボード全体のデータソースをすばやく変更するには、データソース変数を使用できます。データ
ソースのインスタンスが複数あり、環境が異なる場合などに便利です。

一般オプションの入力

データソース変数の一般的なオプションを入力するには

1. 変数を作成したいダッシュボードに移動し、ページ上部のダッシュボード設定 (歯車) アイコンを選択
します。

2. 「変数」タブで、「新規」を選択します。
3. 変数の名前を入力します。
4. 「タイプ」リストで、「データソース」を選択します。
5. (オプション) [Label] (ラベル) には、変数ドロップダウンリストの表示名を入力します。表示名を入力

しない場合、ドロップダウンラベルは変数名になります。
6. 非表示オプションを選択してください:

• 選択なし (空白) — 変数ドロップダウンリストには、変数名またはラベル値が表示されます。これが
デフォルトです。

• ラベル — 変数ドロップダウンリストには、選択した変数値と下矢印のみが表示されます。
• 変数 — ダッシュボードに変数ドロップダウンリストは表示されません。

データソースオプションの入力

データソース変数のデータソースオプションを入力するには

1. タイプリストで、変数のターゲットデータソースを選択します。データソースの詳細については、
「」を参照してくださいデータソース (p. 55)。

2. (オプション) [インスタンス名フィルター] には、変数値ドロップダウンリストに、選択するデータ
ソースインスタンスの正規表現フィルターを入力します。すべてのインスタンスを表示するには、こ
のフィールドを空白のままにします。

3. (オプション) 選択オプションを入力します。詳細については、「変数選択オプションの入
力 (p. 560)」を参照してください。

4. 値のプレビューでは、Grafana は現在の変数値のリストを表示します。それらを確認して、期待どお
りであることを確認します。

5. [追加] を選択して変数をダッシュボードに追加します。

間隔変数の追加

間隔変数を使用して、1m1h、1dなどのタイムスパンを表します。 group-by-time これらはダッシュボード
全体のコマンドと考えることができます。間隔変数は、ビジュアライゼーションにおけるデータのグルー
プ化方法を変更します。自動オプションを使用して、期間ごとに設定された数のデータポイントを返すこ
ともできます。

区間変数は、時間 (InfluxDB の場合)、日付ヒストグラム間隔 (for OpenSearch)、または要約関数のパラ
メーター (Graphiteの場合) でグループ化するパラメーターとして使用できます。

一般オプションの入力

間隔変数の一般的なオプションを入力するには

1. 変数を作成したいダッシュボードに移動し、ページ上部のダッシュボード設定 (歯車) アイコンを選択
します。
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2. 「変数」タブで、「新規」を選択します。
3. 変数の名前を入力します。
4. 「タイプ」リストで、「間隔」を選択します。
5. (オプション) [Label] (ラベル) には、変数ドロップダウンリストの表示名を入力します。表示名を入力

しない場合、ドロップダウンラベルは変数名になります。
6. 非表示オプションを選択してください:

• 選択なし (空白) — 変数ドロップダウンリストには、変数名またはラベル値が表示されます。これが
デフォルトです。

• ラベル — 変数ドロップダウンリストには、選択した変数値と下矢印のみが表示されます。
• 変数 — ダッシュボードに変数ドロップダウンリストは表示されません。

間隔オプションの入力

間隔変数の間隔オプションを入力するには

1. 「値」フィールドに、変数ドロップダウンリストに表示する時間範囲の間隔を入力します。次
の時間単位がサポートされています:s (seconds)m (minutes)h (hours)、d (days)、w 
(weeks)、M (months)、y (years)、デフォルト値をそのまま使用または編集することもできま
す:1m,10m,30m,1h,6h,12h,1d,7d,14d,30d.

2. (オプション) リストにオプションを追加する場合は、「auto自動オプション」をオンにします。この
オプションを使用して、auto現在の時間範囲を何回分割して現在のタイムスパンを計算するかを指定
します。オンにすると、さらに 2 つのオプションが表示されます。

• 歩数 — 最大データポイントクエリオプションと同様に、現在の時間範囲を分割して値を計算する回
数を選択します。たとえば、現在の表示時間範囲が 30 分の場合、auto間隔によってデータが 1 分
ごとに 30 個ずつグループ化されます。デフォルト値は 30 ステップです。

• 最小間隔 — この値を下回ると歩数カウント間隔が時間を分割しない最小しきい値。30 分の例を続
けると、最小間隔がに設定されている場合2m、Grafana はデータを 2 分ごとに 15 個ずつグループ
化します。

3. 値のプレビューでは、Grafana は現在の変数値のリストを表示します。それらを確認して、期待どお
りであることを確認します。

4. [追加] を選択して変数をダッシュボードに追加します。

区切りの例

myintervalグラファイト関数でテンプレート変数を使用する例:

summarize($myinterval, sum, false)

より複雑なグラファイトの例:

groupByNode(summarize(movingAverage(apps.$app.$server.counters.requests.count, 5), 
 '$interval', 'sum', false), 2, 'sum')

アドホックフィルターの追加

1 回限りのフィルターまたはアドホックフィルターを使用して、指定したデータソースを使用するすべて
のメトリッククエリに自動的に追加されるキー/値フィルターを追加できます。他の変数とは異なり、クエ
リでは1回限りのフィルターを使用しません。代わりに、これらを使用して既存のクエリのフィルターを作
成します。
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Note

注:1 回限りのフィルター変数またはアドホックフィルター変数は、InfluxDB、Prometheus、 
OpenSearch およびデータソースでのみ機能します。

一般オプションの入力

アドホックフィルターの一般的なオプションを入力するには

1. 変数を作成するダッシュボードを選択し、その一覧の上部にある [ダッシュボード] の一覧から、その
一覧の上部にある [ダッシュボード] をクリックします。

2. 「変数」タブで、「新規」を選択します。
3. 変数の名前を入力します。
4. 「タイプ」リストで、「アドホックフィルター」を選択します。
5. (オプション) [Label] (ラベル) には、変数ドロップダウンリストの表示名を入力します。表示名を入力

しない場合、ドロップダウンラベルは変数名になります。
6. 非表示オプションを選択してください:

• 選択なし (空白) — 変数ドロップダウンリストには、変数名またはラベル値が表示されます。これが
デフォルトです。

• ラベル — 変数ドロップダウンリストには、選択した変数値と下矢印のみが表示されます。
• 変数 — ダッシュボードに変数ドロップダウンリストは表示されません。

オプションを入力する

アドホックフィルターのオプションを入力するには

1. データソースリストで、ターゲットデータソースを選択します。データソースの詳細については、
「」を参照してくださいデータソース (p. 55)。

2. [追加] を選択して変数をダッシュボードに追加します。

アドホックフィルターの作成

アドホックフィルターは、最も複雑で柔軟な変数オプションの1つです。変数オプションの通常のリストの
代わりに、この変数を使用するとダッシュボード全体のアドホッククエリを構築できます。この方法で適
用したフィルターは、ダッシュボードのすべてのパネルに適用されます。

連鎖された変数
連鎖変数は、リンク変数またはネスト変数とも呼ばれ、変数クエリに他の変数が 1 つ以上含まれるクエ
リ変数です。このセクションでは、連鎖変数がどのように機能するかを説明し、連鎖変数を使用するダッ
シュボードの例へのリンクを提供します。

連鎖変数クエリはデータソースごとに異なりますが、前提はすべて同じです。連鎖変数クエリは、それら
をサポートするどのデータソースでも使用できます。

リンクされたテンプレート化された複雑なダッシュボードを、5 レベルまたは 10 レベルの深さで作成でき
ます。技術的には、どれだけ深く複雑にできるかに制限はありませんが、リンクが多いほど、クエリの負
荷も大きくなります。

ベストプラクティスとヒント

以下の方法により、ダッシュボードと変数を使いやすくなります。

新しい連鎖変数の作成

• 変数を連鎖させると、親子依存関係が生まれます。はしごや木のように想像できます。
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• 新しい連鎖変数を作成する最も簡単な方法は、新しい変数の基にする変数をコピーすることです。変数
リストで、変数エントリの右にある重複変数アイコンを選択してコピーを作成します。その後、親変数
のクエリに追加できます。

• この方法で作成した新しい連鎖された変数は、リストの下部に表示されます。リストを論理的な順序に
するには、変数をリスト内の別の位置にドラッグします。

可変順序

ダッシュボード変数リスト内の変数の順序を変更するには、各エントリの右側にある上矢印と下矢印を選
択します。Grafana ワークスペースには、このリストに従って変数ドロップダウンリストが左から右に一
覧表示され、一番左のリストの一番上に変数が表示されます。

• 依存関係のない変数は、子変数の前に一番上にリストします。
• 各変数は、依存している変数の後に続く必要があります。
• UI には、どの変数が依存関係にあるかは示されません。変数を論理的な順序でリストして、エンドユー

ザー (および自分自身) にとってわかりやすいようにします。

複雑性に関する考慮事項

変数の依存関係が多ければ多いほど、変数を変更した後のダッシュボードの更新にかかる時間が長くなり
ます。

たとえば、一連のリンク変数（国、地域、サーバー、指標）があり、ルート変数の値（国）を変更した場
合、Grafana ワークスペースは、ダッシュボードのビジュアライゼーションを更新する前に、すべての従
属変数に対してクエリを実行する必要があります。

グローバル変数

Grafana には、クエリエディターの式で使用できるグローバル組み込み変数があります。このトピックで
は、これらをアルファベット順にリストし、定義しています。これらの変数は、クエリ、ダッシュボード
リンク、パネルリンク、およびデータリンクに役立ちます。

$__ダッシュボード

この変数は、現在のダッシュボードの名前です。

$__送信元と$__送信先

Grafana には、$__fromと 2$__to つの時間範囲変数が組み込まれています。現在のところ、デフォルト
では常にエポックミリ秒として補間されますが、日付のフォーマットを制御できます。

構文 結果の例 説明

${__from} 1594671549254 Unix ミリ秒エ
ポック

${__from:date} 2020-07-13T 20:19:09 .254Z 引数なし、デ
フォルトは ISO 
8601/RFC 3339

${__from:date:iso} 2020-07-13T 20:19:09 .254Z ISO 8601/RFC 
3339

${__from:date:seconds} 1594671549 Unix セカンドエ
ポック
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構文 結果の例 説明

${__from:date:YYYY-MM} 2020-07 任意のカスタム
データ形式。詳
細については、
「ディスプレ
イ」を参照して
ください。

${__to}上記の構文も同様に機能します。

この変数は URL でも使用できます。たとえば、6 時間前から現在までの時間範囲を表示するダッシュボー
ドにエンドユーザーを送るには、次の URL を使用します。https://play.grafana.org/d/000000012/grafana-
play-home? ビューパネル=2&またはグリッド=1? 出発地=今-6時間&終点=現在

$__インターバル

$__intervalこの変数は、時間 (InfluxDB、Myself、Postgres、MSSQL の場合)、日付ヒストグラム間隔 
(for OpenSearch) でグループ化するパラメーターとして、または要約関数パラメーター (Graphite の場合) 
として使用できます。

Grafana ワークスペースは、クエリ内の時間別にグループ化するために使用できる間隔を自動的に計算し
ます。データポイントの数がグラフに表示しきれない場合は、間隔を大きくしてグループ化することでク
エリを効率化できます。たとえば、3 か月分のデータを調べる場合は、10 か月ごとにグループ化するより
も 1 日単位でグループ化する方が効率的です。グラフは同じように表示され、クエリの速度も速くなりま
す。$__intervalは、時間範囲とグラフの幅 (ピクセル数) を使用して計算されます。

おおよその計算:(from - to) / resolution

たとえば、時間範囲が 1 時間で、グラフが全画面表示の場合、間隔は次のように計算され、ポイントは 2 
分間隔でグループ化されます。2m期間が 6 か月で、グラフが全画面表示の場合、間隔は1d (1 日) になり、
ポイントは日ごとにグループ化されます。

InfluxDB データソースでは、$intervalレガシー変数は同じ変数です。代わりに $__interval を使用し
ます。

InfluxDB OpenSearch とデータソースには、間隔をハードコードしたり、->Group by time 
interval$__interval>>10m という構文を使用して変数の最小制限を設定したりするためのフィール
ドがあります。

$__インターバル_ms

$__intervalこの変数はミリ秒単位の変数であり、時間間隔形式の文字列ではありません。たとえ
ば、20mがの場合$__interval、$__interval_msはです1200000。

$__名前

この変数は Singlestat パネルでのみ使用でき、「オプション」タブの「プレフィックス」または「サ
フィックス」フィールドで使用できます。変数はシリーズ名またはエイリアスに置き換えられます。

$__org

この変数は現在の組織の ID です。${__org.name}変数は現在の組織名です。

$__ユーザー

${__user.id}変数は現在のユーザーの ID です。${__user.login}変数は現在のユーザーのログイン
ハンドルです。${__user.email}変数は現在のユーザーの電子メールです。
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$__レンジ

この変数は現在 Prometheus データソースでのみサポートされています。この変数は、現在のダッシュ
ボードの範囲を表します。で計算されますto - from。$__range_msミリ秒単位と秒単位の表現で、お
よびと呼ばれます$__range_s。

$タイムフィルターまたは $__タイムフィルター

$timeFilter変数は、現在選択されている時間範囲を式として返します。たとえば、Last 7 days時間
範囲間隔の式はですtime > now() - 7d。

この変数は、次のようないくつかの場所で使用されます。

• InfluxDB データソースの WHERE 句です。Grafana は、クエリエディターモードの場合、これを 
InfluxDB クエリに自動的に追加します。テキストエディターモードで手動で追加できます:WHERE 
$timeFilter.

• Azure Monitor データソースのログ分析クエリ。
• MySQL、Postgres、および MSSQL での SQL クエリ。
• $__timeFilter変数は MySQL データソースで使用されます。

その他の可変オプション
このセクションでは、使用可能なその他の変数オプションについて説明します。

変数選択オプションの入力

選択オプションを使用して、可変オプションの選択を管理できます。選択オプションはすべてオプション
で、デフォルトではオフになっています。

マルチバリュー

このオプションをオンにすると、変数ドロップダウンリストで複数のオプションを同時に選択できます。
詳細については、「複数値変数のフォーマット (p. 563)」を参照してください。

「すべて含む」オプション

Grafana ワークスペースは、All変数ドロップダウンリストにオプションを追加します。エンドユーザー
がこのオプションを選択すると、すべての可変オプションが選択されます。

すべての値をカスタム

このオプションは、[すべて含む] オプションを選択した場合にのみ表示されます。

Allオプションの値を定義するには、「Custom all value」フィールドに正規表現、glob、または Lucene 
構文を入力します。

デフォルトでは、All値には複合式のすべてのオプションが含まれます。これは非常に長くなり、パ
フォーマンス上の問題が発生する可能性があります。ワイルドカードの正規表現のように、カスタムのall
値を指定した方が良い場合もあります。

Custom all value オプションでカスタムの正規表現、glob、または Lucene 構文を使用する場合、エスケー
プされないため、データソースにとって有効な値は何かを検討する必要があります。

可変形式オプション

変数補間のフォーマットはデータソースによって異なりますが、デフォルトのフォーマットを変更したい
場合もあります。
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たとえば、MySQL データソースのデフォルトは、複数の値をカンマで区切って引用符で結合することで
す'server01','server02'。場合によっては、カンマ区切りの文字列を使用することが必要になる場合
がありますserver01,server02。そのためには、以下の高度な変数形式オプションを使用します。

一般的な構文

構文: ${var_name:option}

glob無効なフォーマットオプションが指定されている場合、がデフォルトまたはフォールバックオプショ
ンです。

CSV

複数の値を持つ変数をカンマ区切りの文字列でフォーマットします。

servers = ['test1', 'test2']
String to interpolate: '${servers:csv}'
Interpolation result: 'test1,test2'

分散型-OpenTSDB

OpenTSDBのカスタムフォーマットで複数の値を持つ変数をフォーマットします。

servers = ['test1', 'test2']
String to interpolate: '${servers:distributed}'
Interpolation result: 'test1,servers=test2'

二重引用符

単一値変数と複数値変数をカンマで区切られた文字列にフォーマットし、"各値をでエスケープし\"、"各
値をで引用します。

servers = ['test1', 'test2']
String to interpolate: '${servers:doublequote}'
Interpolation result: '"test1","test2"'

グローブ-グラファイト

複数の値を持つ変数をグロブにフォーマットします (Graphiteクエリ用)。

servers = ['test1', 'test2']
String to interpolate: '${servers:glob}'
Interpolation result: '{test1,test2}'

JSON

複数の値を持つ変数をカンマ区切りの文字列でフォーマットします。

servers = ['test1', 'test2']
String to interpolate: '${servers:json}'
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Interpolation result: '["test1", "test2"]'

ルーセン- OpenSearch

複数の値を持つ変数を Lucene OpenSearch 形式でフォーマットします。

servers = ['test1', 'test2']
String to interpolate: '${servers:lucene}'
Interpolation result: '("test1" OR "test2")'

パーセントエンコード

単一値変数と複数値変数を URL パラメータで使用できるようにフォーマットします。

servers = ['foo()bar BAZ', 'test2']
String to interpolate: '${servers:percentencode}'
Interpolation result: 'foo%28%29bar%20BAZ%2Ctest2'

パイプ

複数の値を持つ変数を、パイプで区切られた文字列にフォーマットします。

servers = ['test1.', 'test2']
String to interpolate: '${servers:pipe}'
Interpolation result: 'test1.|test2'

Raw

SQL クエリの一重引用符など、データソース固有のフォーマットをオフにします。

servers = ['test1.', 'test2']
String to interpolate: '${var_name:raw}'
Interpolation result: '{test.1,test2}'

[Regex] (正規表現)

複数の値を持つ変数を正規表現文字列にフォーマットします。

servers = ['test1.', 'test2']
String to interpolate: '${servers:regex}'
Interpolation result: '(test1\.|test2)'

一重引用符

単一値変数と複数値の変数をカンマで区切られた文字列にフォーマットし、各値を x'\' でエスケープ
し、'各値をで引用します。

servers = ['test1', 'test2']
String to interpolate: '${servers:singlequote}'
Interpolation result: "'test1','test2'"
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Sqlstring

単一値変数と複数値の変数をカンマで区切られた文字列にフォーマットし、各値を x''' でエスケープ
し、'各値をで引用します。

servers = ["test'1", "test2"]
String to interpolate: '${servers:sqlstring}'
Interpolation result: "'test''1','test2'"

[Text] (テキスト)

単一値変数と複数値変数をテキスト表現にフォーマットします。単一の変数の場合、テキスト表現を返す
だけです。複数値の変数の場合、と組み合わせたテキスト表現を返します+。

servers = ["test1", "test2"]
String to interpolate: '${servers:text}'
Interpolation result: "test1 + test2"

複数値変数のフォーマット
複数の値が選択された変数を補間するのは、複数の値を、その変数が使用されている特定のコンテキス
トで有効な文字列にフォーマットする方法が簡単ではないため、注意が必要です。Grafana は、各データ
ソースプラグインがテンプレート補間エンジンに複数の値に使用する形式を通知できるようにすること
で、この問題を解決しようとしています。

Note

Grafana がすべての値を 1 つの文字列にフォーマットするには、変数の [すべての値をカスタマイ
ズ] オプションを空白にする必要があります。空白のままにすると、Grafana はクエリ内のすべて
の値を連結 (加算) します。みたいなものvalue1,value2,value3。allカスタム値を使用する
場合、*代わりに値はまたはのようなものになりますall。

Graphiteデータソースを含む複数値変数

グラファイトはグロブ表現を使用します。この場合、複数の値を持つ変数は、現在の変数値が
host1、host2、および host3{host1,host2,host3} であるかのように補間されます。

Prometheus または InfluxDB データソースを含むマルチバリュー変数

InfluxDBとPrometheusは正規表現を使用しているため、同じ変数が次のように補間されます(host1|
host2|host3)。すべての値も正規表現でエスケープされます。そうしないと、正規表現制御文字を含む
値によって正規表現が壊れてしまいます。

Elastic データソースによる複数値の変数

Amazon OpenSearch では Lucene クエリ構文を使用しているため、同じ変数がとしてフォーマットされ
ます("host1" OR "host2" OR "host3")。この場合、値に Lucene 制御語と引用符のみが含まれるよ
うに、すべての値をエスケープする必要があります。

フォーマットのトラブルシューティング

自動エスケープとフォーマットは問題を引き起こす可能性があります。特にInfluxDBやPrometheusでは、
正規表現構文を使用するには変数を正規表現演算子のコンテキストで使用する必要があるため、問題の背
後にあるロジックを理解するのは難しい場合があります。

Grafana に正規表現エスケープとフォーマットをさせたくない場合は、以下のいずれかを実行する必要が
あります。
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• 「複数値を含む」オプションオプションをオフにします。
• [未加工の変数形式] ({{< relref "advanced-variable-format-options.md #raw" >}}) を使用してください。

正規表現による変数のフィルタリング

Regex Query オプションを使用すると、変数クエリによって返されるオプションのリストをフィルタリン
グしたり、返されるオプションを変更したりできます。

このセクションでは、正規表現を使用して変数ドロップダウンリストの値をフィルタリングおよび変更す
る方法を示します。

Regex Query オプションを使用して、Variable クエリによって返されるオプションのリストをフィルタリ
ングするか、返されるオプションを変更します。詳細については、「正規表現」を参照してください。

次のオプションリストでのフィルタリングの例:

backend_01
backend_02
backend_03
backend_04

0102またはで終わるオプションだけが返されるようにフィルタリングする

正規表現例:

/.*[01|02]/

結果:

backend_01
backend_02

正規表現キャプチャグループを使用してオプションをフィルタリングおよび変更し、テキストの
一部を返す

正規表現例:

/.*(01|02)/

結果:

01
02

フィルタリングと変更-Prometheus 例

オプションのリスト:

up{instance="demo.robustperception.io:9090",job="prometheus"} 1 1521630638000
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up{instance="demo.robustperception.io:9093",job="alertmanager"} 1 1521630638000
up{instance="demo.robustperception.io:9100",job="node"} 1 1521630638000

正規表現例:

/.*instance="([^"]*).*/

結果:

demo.robustperception.io:9090
demo.robustperception.io:9093
demo.robustperception.io:9100

名前付きテキストとバリューキャプチャグループによるフィルタリングと変更

名前付きキャプチャグループを使用すると、変数クエリによって返されるオプションから「テキスト」と
「値」の部分を個別にキャプチャできます。変数ドロップダウンリストには、選択可能な各値のわかりや
すい名前を含めることができます。

たとえば、node_hwmon_chip_names Prometheus メトリクスをクエリする場合、chip_namechip値は
値よりもわかりやすくなります。まず、次の変数クエリ結果から始めます。

node_hwmon_chip_names{chip="0000:d7:00_0_0000:d8:00_0",chip_name="enp216s0f0np0"} 1
node_hwmon_chip_names{chip="0000:d7:00_0_0000:d8:00_1",chip_name="enp216s0f0np1"} 1
node_hwmon_chip_names{chip="0000:d7:00_0_0000:d8:00_2",chip_name="enp216s0f0np2"} 1
node_hwmon_chip_names{chip="0000:d7:00_0_0000:d8:00_3",chip_name="enp216s0f0np3"} 1

それを次の正規表現に渡してください。

/chip_name="(?<text>[^"]+)|chip="(?<value>[^"]+)/g

次のドロップダウンリストが生成されます。

Display Name          Value
------------          -------------------------
enp216s0f0np0         0000:d7:00_0_0000:d8:00_0
enp216s0f0np1         0000:d7:00_0_0000:d8:00_1
enp216s0f0np2         0000:d7:00_0_0000:d8:00_2
enp216s0f0np3         0000:d7:00_0_0000:d8:00_3

注:textvalueおよびキャプチャグループ名のみがサポートされています。

パネルまたは行の繰り返し

テンプレート変数を使用して動的ダッシュボードを作成できます。クエリ内のすべての変数は、クエリが
データベースに送信される前に変数の現在の値に展開されます。変数を使用すると、1 つのダッシュボー
ドをすべてのサービスに再利用できます。

テンプレート変数は、ダッシュボード全体でクエリを動的に変更する場合に非常に便利です。選択した
値に基づいてGrafanaに新しいパネルまたは行を動的に作成させたい場合は、リピート機能を使用できま
す。
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リピートパネル

Multi-valueInclude all valueまたはオプションがオンになっている変数がある場合は、パネルを 
1 つ選択して、選択した値ごとに Grafana にそのパネルを繰り返させることができます。リピート機能
は、パネル編集モードの「一般」タブにあります。

directionパネルがどのように配置されるかを制御します。

選択するとhorizontal、パネルが配置されます side-by-side。Grafana は、繰り返される各パネルの幅を
自動的に調整して、行全体が埋められるようにします。現在のところ、同じ行に他のパネルを重ねて表示
することはできません。

1 行あたりの最大パネル数を Grafana に伝えるように設定しますMax per row。デフォルトは 4 です。

選択した場合vertical、パネルは上から下に一列に配置されます。繰り返されるパネルの幅は、繰り返
される最初のパネル (元のテンプレート) の幅と同じです。

最初のパネル (元のテンプレート) のみを変更します。変更をすべてのパネルに反映させるには、動的な
ダッシュボードの再構築を開始する必要があります。これを行うには、変数値 (つまり、繰り返しの基礎) 
を変更するか、ダッシュボードを再読み込みします。

Note

リピートパネルでは、変数で 1 つ以上の項目を選択する必要があります。パネルを 0 回繰り返し
て非表示にすることはできません。

行の繰り返し

上記のパネルで見たように、Multi-valueInclude all valueまたは選択オプションで変数を設定し
ている場合は、行を繰り返すこともできます。

この機能を有効にするには、まず [パネルを追加] メニューを使用して新しい行を追加する必要がありま
す。次に、行のタイトルで一時停止し、Row Options歯車ボタンを選択して設定パネルにアクセスしま
す。次に、同じ行を繰り返したい変数を選択できます。

ベストプラクティスは、行タイトルにも変数を使用することです。

Grafana アラート
このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

Grafana アラートは、システム内の問題が発生した直後にそれを知るのに役立つ、確実で実用的なアラー
トを提供するため、サービスの中断を最小限に抑えることができます。

Amazon Managed Grafana では、アラート情報を 1 つの検索可能なビューにまとめた最新のアラートシス
テムである Grafana アラートにアクセスできます。これには、次の機能が含まれます。

• Grafana アラートを一元的に作成して管理します。
• CortexとLokiのマネージドアラートを単一のインターフェースで作成および管理します。詳細について

は、「アラートルールを管理 (p. 424)」を参照してください。
• Prometheus、プロメテウス用 Amazon マネージドサービス、その他の Alertmanager 互換データソース

からのアラート情報を表示します。
• 1 つのアラートルールから複数のアラートインスタンスを作成します。詳細については、「単一次元

ルールと多次元ルール (p. 426)」を参照してください。
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• Terraform またはプロビジョニング API を使用してアラートリソースを管理します。詳細については、
「Grafana アラートリソースのプロビジョニング (p. 416)」を参照してください。

既存の Amazon マネージド Grafana ワークスペースの場合、デフォルトはですクラシックダッシュボー
ドアラート (p. 597)。Grafana アラートに移行するには、Grafana アラートに移行する必要がありま
す (p. 569)。

Grafana アラートの詳細については、「」を参照してくださいGrafana アラートの新機能とは (p. 568)。

Grafana アラートには次の 4 つの主要コンポーネントがあります。

• アラートルール (p. 574)-アラートを開始するかどうかを決定する評価基準。1 つ以上のクエリと式、
条件、評価頻度、およびオプションで条件が満たされる期間で構成されます。

• コンタクトポイント (p. 585)-アラートルールの条件が満たされたときに通知を送信するためのチャネ
ル。

• 通知ポリシー (p. 594)-通知の頻度を決定するために使用される照合基準とグループ化基準のセット。
• 無音 (p. 583)-通知を非表示にするために使用する日付と一致基準。

Grafana アラートを有効にすると、次のことが可能になります。

• Grafana マネージドアラートルールを作成する (p. 577)
• Cortex または Loki のマネージドアラートルールを作成 (p. 574)
• 既存のアラートルールを表示し、現在の状態を管理します (p. 581)
• アラートルールの状態と状態を表示する (p. 573)
• アラート連絡先を追加または編集する (p. 585)
• 通知ポリシーを追加または編集する (p. 595)
• サイレンスを追加または編集する (p. 583)

制限事項
• Grafana アラートシステムは、Prometheus、Prometheus、ロキ、アラートマネージャーの利用可能な

すべての Amazon マネージドサービスのデータソースからルールを取得できます。サポートされている
他のデータソースからルールを取得できない場合があります。

• Prometheus ではなく Grafana で定義されたアラートルールは、連絡先に複数の通知を送信します。ネ
イティブの Grafana アラートを使用している場合は、従来のダッシュボードアラートをそのまま使用
し、新しい Grafana アラート機能を有効にしないことをお勧めします。Prometheus データソースで定
義されているアラートを表示したい場合は、Grafana アラートを有効にすることをおすすめします。こ
れにより、Prometheus Alertmanager で作成されたアラートに対して通知が 1 回のみ送信されます。

トピック
• Grafana アラートの新機能とは (p. 568)
• 従来のダッシュボードアラートを Grafana アラートに移行する (p. 569)
• アラートの基本 (p. 570)
• Grafana アラートのルールの作成と管理 (p. 574)
• アラートのグループ (p. 583)
• Prometheus データソースのサイレンシングアラート通知 (p. 583)
• 連絡先の使用 (p. 585)
• メッセージングテンプレートの使用 (p. 587)
• 通知ポリシーの使用 (p. 594)
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• クラシックダッシュボードアラート (p. 597)

Grafana アラートの新機能とは

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

Grafana アラートには、従来のダッシュボードアラートに比べていくつかの機能が強化されています。

多次元アラートの作成

システム全体の可視性を提供する単一のアラートルールを作成して、1つのアラートルールから複数のア
ラートインスタンスを生成できるようになりました。例えば、1 つのホスト上の複数のマウントポイント
のディスク使用量を監視するルールを作成できます。評価エンジンは、1 つのクエリから複数の時系列を
返します。各時系列はラベルセットで識別されます。

Note

各アラートインスタンスはアラートクォータにカウントされます。アラートクォータ内に収まら
ない数のインスタンスを作成する多次元ルールは評価されず、クォータエラーが返されます。詳
細については、「送信クォータに達したエラー (p. 579)」を参照してください。

ダッシュボードの外でアラートを作成

従来のダッシュボードアラートとは異なり、Grafana アラートでは、複数のソースからのデータを独自の
方法で組み合わせるクエリや式を作成できます。ダッシュボードとパネルをその ID を使用してアラート
ルールにリンクし、監視対象のシステムをすばやくトラブルシューティングできます。

統合アラートはパネルクエリに直接結び付けられなくなったため、通知メールに画像やクエリ値は含まれ
ません。カスタマイズされた通知テンプレートを使用してクエリ値を表示できます。

Loki と Cortex のアラートルールを作成

Grafana アラートでは、Grafana マネージドアラートと同じ UI と API を使用して Loki と Cortex のアラー
トルールを管理できます。

Amazon マネージドサービスの Prometheus およびその他の Prometheus 互換
データソースのアラートを表示および検索する

Amazon マネージドサービス for Prometheus および Prometheus と互換性のあるデータソースのアラート
がアラートインターフェイスに表示されるようになりました。複数のデータソースのラベルを検索して、
関連するアラートをすばやく見つけることができます。

NoData アラート状態とエラーに関する特別なアラート

Grafana アラートは、アラートルールを評価した結果 stateNoData または state が生成されると、以下の
ラベルが付いた特別なアラートを生成しますError。

• alertnameDatasourceNoData価値があるか、DatasourceError州によって異なります。
• rulenameスペシャルアラートが属するアラートルールの名前を付けます。
• datasource_uidには、状態の原因となったデータソースの UID があります。
• 元のルールのすべてのラベルと注釈。
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これらのアラートは、たとえばサイレンスを追加したり、連絡先に転送したりすることで、通常のアラー
トと同じように処理できます。

Note

ルールが複数のデータソースを使用しており、1 つ以上がデータを返さない場合、アラート状態
の原因となったデータソースごとに特別なアラートが作成されます。

従来のダッシュボードアラートを Grafana アラートに移行する

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

既存のワークスペース、または Grafana アラートを使用しないことを選択したワークスペースでは、従来
のダッシュボードアラートを使用します。新しい Grafana アラートに移行するには、この機能にオプトイ
ンする必要があります。

、、または Amazon マネージド Grafana API を使用して Grafana アラートを使用するように Amazon マ
ネージド Grafana インスタンスを設定できます。AWS Management ConsoleAWS CLIGrafana アラートを
オンまたはオフにするなど、Amazon マネージド Grafana の設定方法の詳細については、を参照してくだ
さいワークスペースを設定 (p. 40)。

Note

Grafana アラートを使用する場合、Prometheus ではなく Grafana で定義されたアラートルー
ルは、連絡先に複数の通知を送信します。ネイティブの Grafana アラートを使用している場合
は、従来のダッシュボードアラートをそのまま使用し、新しい Grafana アラート機能を有効に
しないことをお勧めします。Prometheus データソースで定義されているアラートを表示した
い場合は、Grafana アラートを有効にすることをおすすめします。これにより、Prometheus 
Alertmanager で作成されたアラートに対して通知が 1 回のみ送信されます。

Grafana アラートシステムへの移行

Grafana アラートを有効にすると、既存のクラシックダッシュボードアラートが Grafana アラートと互換
性のある形式で移行されます。Grafana インスタンスのアラートページでは、移行されたアラートと新し
いアラートを表示できます。Grafana アラートを使用すると、Grafana が管理するアラートルールは、一
致した場合に 1 つのアラートではなく、複数の通知を送信します。

クラシックダッシュボードアラートと Grafana アラートへの読み取り/書き込みアクセス権は、それらを保
存するフォルダーの権限によって管理されます。移行中、従来のダッシュボードのアラート権限は、次の
ように新しいルールの権限と一致します。

• 元のアラートのダッシュボードに権限がある場合、移行によって元のダッシュボードの権限 (フォ
ルダーから継承された権限を含む)Migrated {"dashboardUid": "UID", "panelId": 1, 
"alertId": 1} に合わせてこの形式の名前のフォルダーが作成されます。

• ダッシュボード権限がなく、ダッシュボードがフォルダーの下にある場合、ルールはこのフォルダーに
リンクされ、その権限を継承します。

• ダッシュボード権限がなく、ダッシュボードが General フォルダーにある場合、ルールは General 
Alerting フォルダーにリンクされ、ルールはデフォルトの権限を継承します。

Note

GrafanaKeep Last StateNoData アラートにはオプションがないため、NoDataこのオプショ
ンはクラシックルールの移行中にも適用されます。Keep Last StateError処理オプションが
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新しいオプションに移行されましたError。どちらの場合もKeep Last State、の動作に合わ
せて、移行中に Amazon Managed Grafana はアラートルールごとに自動的に 1 年間のサイレンス
を作成します。

通知チャンネルは、適切なルートと受信者を含む Alertmanager 設定に移行されます。デフォルトの通知
チャネルは、連絡先としてデフォルトルートに追加されます。autogen-unlinked-channel-recvどの
ダッシュボードアラートにも関連付けられていない通知チャネルはルートに送られます。

制限事項

• Grafana アラートシステムは、利用可能な Prometheus、Loki、Alertmanager のすべてのデータソース
からルールを取得できます。サポートされている他のデータソースからアラートルールを取得できない
場合があります。

• Grafana アラートと従来のダッシュボードアラート間を行き来すると、一方のシステムでサポートされ
ている機能のデータが失われても、もう一方のシステムではサポートされない可能性があります。

Note

従来のダッシュボードアラートに戻すと、Grafana アラートを有効にしている間に行われたア
ラート設定への変更は、作成された新しいアラートルールも含めてすべて失われます。

アラートの基本

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

このセクションでは、Grafana アラートの基本概念について説明します。

アラートの概念

次の表は、Grafana アラートの主要な概念を示します。

主な概念または機能 定義

アラートのデータソース クエリの対象となるデータソースを選択し、メト
リクス、ログ、トレースを視覚化します。

スケジューラー アラートルール (データソースに対してクエリ
を定期的に実行するコンポーネント) を評価しま
す。Grafana が管理するルールにのみ適用されま
す。

アラートマネージャー アラートインスタンスのルーティングとグループ
化を管理します。

アラートのルール アラートルールをいつ起動するかの評価基準の
セット。アラートルールは、1 つ以上のクエリと
式、条件、評価の頻度、条件が満たされるまでの
期間で構成されます。アラートルールは複数のア
ラートインスタンスを生成できます。

アラートのインスタンス アラートインスタンスはアラートルールのインス
タンスです。単一次元のアラートルールには、ア
ラートインスタンスが 1 つあります。多次元ア
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主な概念または機能 定義
ラートルールには、1 つ以上のアラートインスタン
スがあります。10 台の VM に対する CPU など、
複数の結果と一致する 1 つのアラートルールは、
複数 (この場合は 10 件) のアラートインスタンス
としてカウントされます。この数は時間とともに
変化する可能性があります。たとえば、システム
内のすべての VM の CPU 使用率を監視するアラー
トルールでは、VM が追加されるにつれてアラート
インスタンスが増えます。アラートインスタンス
のクォータの詳細については、「」を参照してく
ださい送信クォータに達したエラー (p. 579)。

アラートのグループ Alertmanagerは、デフォルトでルート通知ポリ
シーのラベルを使用してアラートインスタンスを
グループ化します。これにより、重複除外と、連
絡先に送信されるアラートインスタンスのグルー
プを制御できます。

連絡窓口 アラートルールが起動されたときに連絡先に通知
する方法を定義します。

メッセージテンプレート 再利用可能なカスタムテンプレートを作成し、連
絡先で使用します。

通知ポリシー アラートをどこで、いつ、どのようにグループ化
し、連絡先にルーティングするかに関する一連の
ルール。

ラベルとラベルマッチャー ラベルはアラートルールを一意に識別します。ア
ラートルールを通知ポリシーとサイレンスにリン
クさせ、どのポリシーでアラートルールを処理
し、どのアラートルールをサイレンシングするか
を決定します。

サイレンス 1 つ以上のアラートインスタンスからの通知を停止
します。サイレンスとミュートのタイミングの違
いは、無音状態が一定時間続くのに対し、ミュー
トのタイミングは定期的に行われる点です。ラベ
ルマッチャーを使用してアラートインスタンスを
停止します。

ミュートタイミング 新しい通知を生成または送信したくない時間間隔
を指定します。メンテナンス期間中など、定期的
にアラート通知をフリーズできます。既存の通知
ポリシーにリンクする必要があります。

アラートのデータソース

Grafana マネージドアラートは、アラートが有効になっている以下のバックエンドデータソースにクエリ
を実行します。

• Grafana が組み込み、または開発および管理しているデータソー
ス:AlertmanagerGraphite、、Prometheus (Prometheus 用 Amazon マネージドサービスを含
む)Amazon OpenSearch Service、Google Cloud Monitoring、Amazon CloudWatch、Azure 
Monitor、、MySQL、PostgreSQL、MSSQL、OpenTSDB、Oracle、、、LokiInfluxDBAzure 
Monitor
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数値データに関するアラート
時系列形式ではない数値データは、直接アラートを受け取ったり、サーバー側の式に渡したりすることが
できます。これにより、データソース内の処理と効率が向上し、アラートルールが簡素化されます。時系
列データではなく数値データでアラートを送信する場合、ラベル付けされた各時系列を1つの数値に減らす
必要はありません。代わりに、ラベル付きの番号が代わりに Grafana に返されます。

表形式データ

この機能は、MySQL、Postgres、MSSQL、Oracle などの SQL データソースを含む、表形式のデータをク
エリするバックエンドデータソースでサポートされています。

Grafana マネージドアラート、またはサーバーサイドエクスプレッションを含むクエリは、以下のデータ
ソースでは数値とみなされます。

• Format ASTableデータソースクエリでオプションがに設定されている場合。
• クエリから Grafana に返されるテーブルレスポンスに数値列 (int、double、float など) が 1 つしか含ま

れておらず、オプションで文字列列を追加した場合。

文字列列がある場合、それらの列はラベルになります。列の名前がラベル名になり、各行の値が対応する
ラベルの値になります。複数の行が返される場合は、各行をラベルで一意に識別する必要があります。

例

Diskspace という名前の MySQL テーブルがある場合は、次のようになります。

時間 ホスト ディスク PercentFree

2021-6月7日 ウェブ 1 /など 3

2021-6月7日 ウェブ 2 /var 4

2021-6月7日 ウェブ 3 /var 8

… … … …

データフィルタリングを時間どおりにクエリできますが、時系列を Grafana に返す必要はありません。た
とえば、空き容量が 5% 未満になったときにホスト、ディスクごとに開始されるアラートは次のようにな
ります。

SELECT Host, Disk, CASE WHEN PercentFree < 5.0 THEN PercentFree ELSE 0 END FROM ( 
  SELECT 
      Host, 
      Disk, 
      Avg(PercentFree) 
  FROM DiskSpace 
  Group By 
    Host, 
    Disk 
  Where __timeFilter(Time)

このクエリは次のクエリは次のクエリは次のクエリは次のクエリは次のクエリは次のクエリは次のクエリ
は次のクエリは次のクエリは次のクエリGrafana クエリは

ホスト ディスク PercentFree

ウェブ 1 /など 3
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ホスト ディスク PercentFree

ウェブ 2 /var 4

ウェブ 3 /var 0

このクエリをアラートルールの条件として使用すると、値がゼロ以外の場合はアラートになります。その
結果、次の表のように 3 つのアラートインスタンスが生成されます。

Labels ステータス

{ホスト=Web1、ディスク=/など} アラート

{ホスト=Web2、ディスク=/var} アラート

{ホスト=Web3、ディスク=/var} [Normal] (普通)

アラートマネージャー

Grafana には、Prometheus アラートマネージャーのサポートが組み込まれています。Alertmanagerは、ア
ラートエンジンの上にオーケストレーションレイヤーを追加することで、アラートルールのグループ化と
管理の両方に役立ちます。デフォルトでは、Grafana マネージドアラートの通知は Grafana のコアの一部
である組み込みの Alertmanager によって処理されます。Alertmanager のドロップダウンから Grafana オ
プションを選択すると、Grafana アラート UI から Alertmanager の連絡先、通知ポリシー、テンプレート
を設定できます。

Grafana アラートは外部の Alertmanager 設定をサポートしています (外部データソースとしての 
Alertmanager の詳細については、を参照してくださいAlertManager のデータソース (p. 58))。外部ア
ラートマネージャーを追加すると、アラートマネージャーのドロップダウンに、使用可能な外部アラート
マネージャーデータソースのリストが表示されます。データソースを選択して、スタンドアロンの Cortex 
または Loki データソースのアラートを作成および管理します。

アラートルールの状態と健全性

アラートルールの状態と正常性は、アラートに関するいくつかの主要なステータス指標を理解するのに役
立ちます。アラート状態、アラートルール状態、アラートルールの状態という3つの重要な要素がありま
す。関連性はありますが、各コンポーネントが伝える情報は少し異なります。

アラートルール状態

• 正常 — 評価エンジンから返された時系列のいずれも ORPendingFiring 状態ではありません。
• 保留中 — 評価エンジンから返された時系列のうち少なくとも 1 つがですPending。
• 起動 — 評価エンジンから返される時系列の少なくとも1つがですFiring。

アラート状態

• 正常 — 評価エンジンから返されるすべての時系列について、アラートルールの条件が false です。
• アラート — 評価エンジンから返された少なくとも1つの時系列にアラートルールの条件が当てはまる。

アラートが開始されるまでに条件が満たされている必要のある期間（設定されている場合、アラートが
満たされるか、それを超えている場合）。

• 保留中 — アラートルールの条件が、評価エンジンから返された少なくとも1つの時系列に該当しま
す。アラートが開始されるまでに条件が満たされている必要がある期間（設定されている場合）が満た
されていません。
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• NoData— アラートルールが時系列を返さなかったか、時系列のすべての値が NULL であるか、時系列
のすべての値がゼロです。

• Error — アラートルールを評価しようとしたときにエラーが発生しました。

アラートルールヘルス

• OK — アラートルールを評価してもエラーは発生しません。
• Error — アラートルールを評価する際のエラー。
• NoData— ルール評価中に返された少なくとも1つの時系列のデータがないこと。

Grafana アラートのルールの作成と管理

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

アラートルールは、アラートを開始するかどうかを決定する評価基準のセットです。ルールは、1 つ以上
のクエリと式、条件、評価頻度、およびオプションで条件が満たされる期間で構成されます。

クエリと式は評価するデータセットを選択しますが、アラートを作成するにはアラートが満たす必要のあ
るしきい値、またはそれを超える必要があるしきい値を条件で設定します。間隔は、アラートルールが
評価される頻度を指定します。期間を設定すると、条件を満たす必要がある期間が示されます。ルールで
は、データがない場合のアラート動作を定義することもできます。

以下のセクションでは、さまざまな種類の Grafana アラートルールの作成と管理について説明します。

トピック
• Cortex または Loki のマネージドアラートルールの作成 (p. 574)
• Cortex または Loki マネージドレコーディングルールの作成 (p. 576)
• Grafana マネージドアラートルールの作成 (p. 577)
• アラートルール用の注釈とラベル (p. 580)
• アラートのルールの管理 (p. 581)
• Cortex または Loki ルールグループと名前空間 (p. 582)

Cortex または Loki のマネージドアラートルールの作成

Grafana を使用すると、外部の Cortex または Loki インスタンスのアラートルールを作成できます。

Note

Cortex は、Amazon マネージドサービスがプロメテウスとPrometheus データソースに使用する
時系列データベースです。

前提条件

• Prometheus データソースへの書き込み権限が付与されていることを確認します。そうしない
と、Cortex マネージドアラートルールを作成または更新できません。

• Cortex と Loki のデータソースについては、それぞれのサービスを設定してルーラー API を有効にしま
す。
• Loki — Lokilocal データソースのデフォルトであるルールストレージタイプは、ルールの表示のみを

サポートします。ルールを編集するには、他のストレージタイプのいずれかを設定します。
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• Cortex —/api/prom レガシープレフィックスを使用しますが、使用しないでください/
prometheus。Prometheus データソースは Cortex と Prometheus の両方をサポートしてお
り、Grafana はクエリ API とルーラー API の両方が同じ URL にあることを想定しています。Ruler 
API に個別の URL を指定することはできません。

Note

特定の Loki または Prometheus データソースのアラートルールを管理したくない場合は、その設
定に移動し、「アラート UI でアラートを管理」チェックボックスをオフにします。

Cortex または Loki のマネージドアラートルールを追加するには

1. Grafana コンソールの Grafana メニューで、アラート (ベル) アイコンを選択し、既存のアラートを一
覧表示するアラートページを開きます。

2. [新しいアラートルール] を選択します。
3. ステップ 1 では、次のようにルール名、タイプ、および保存場所を追加します。

• [ルール名] に、わかりやすい名前を追加します。この名前はアラートルールリストに表示されま
す。また、alertnameこのルールから作成されるすべてのアラートインスタンスのラベルでもあり
ます。

• [ルールタイプ] ドロップダウンから、[Cortex/Loki マネージドアラート] を選択します。
• [データソースの選択] ドロップダウンから、Prometheus または Loki データソースを選択します。
• 「名前空間」ドロップダウンから、既存のルール名前空間を選択します。それ以外の場合は、[新規

追加] を選択し、名前を入力して作成します。名前空間には 1 つ以上のルールグループを含めるこ
とができ、組織的な目的のみ使用できます。詳細については、「Cortex または Loki ルールグループ
と名前空間 (p. 582)」を参照してください。

• グループドロップダウンから、選択した名前空間内の既存のグループを選択します。それ以外の場
合は、[新規追加] を選択し、名前を入力して作成します。新しく作成されたルールはグループの末
尾に付加されます。グループ内のルールは、同じ評価時間で、一定の間隔で順番に実行されます。

4. ステップ 2 では、評価するクエリを追加します。

値には、PromQL 式または LogQL 式を使用できます。評価結果に 0 より大きい値の系列が少なくと
も 1 つある場合、ルールはアラートを開始します。シリーズごとにアラートが作成されます。

5. ステップ 3 で、条件を追加します。

条件の「対象」テキストボックスに、アラートが開始されるまでに条件が満たされている必要がある
期間を指定します。指定する場合5m、アラートが開始される前に条件が 5 分間満たされている必要が
あります。

Note

条件が満たされると、Pendingアラートが状態になります。条件が指定された期間アク
ティブのままになると、Firingアラートはその状態に移行します。満たされなくなる
と、Normal状態に戻ります。

6. ステップ 4 では、ルールに関連するメタデータを追加します。

• 説明と概要を追加して、アラートメッセージをカスタマイズします。のガイドラインを使用してく
ださいアラートルール用の注釈とラベル (p. 580)。

• Runbook URL、パネル、ダッシュボード、アラート ID を追加します。
• カスタムラベルを追加します。

7. [アラートをプレビュー] を選択してルールを評価し、どのようなアラートが生成されるかを確認しま
す。各アラートの状態と値を含むアラートのリストが表示されます。

8. [Save] を選択してルールを保存するか、[Save and exit] を選択してルールを保存し、[Alerting] ページ
に戻ります。
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Cortex または Loki マネージドレコーディングルールの作成

外部の Cortex または Loki インスタンスの記録ルールを作成および管理できます。記録ルールは、頻繁に
必要な式や計算量の多い式を事前に計算し、その結果を新しい時系列セットとして保存します。この新し
い時系列のクエリは、ダッシュボードが更新されるたびに同じ式をクエリするため、特にダッシュボード
の場合はより高速です。

前提条件

Cortex と Loki のデータソースについては、それぞれのサービスを設定してルーラー API を有効にしま
す。

• Loki — Lokilocal データソースのデフォルトであるルールストレージタイプは、ルールの表示のみをサ
ポートします。ルールを編集するには、他のストレージタイプのいずれかを設定します。

• Cortex — Grafana Prometheus データソースが Cortex を指すように設定する場合は、/api/promレ
ガシープレフィックスを使用してください/prometheus。Prometheus データソースは Cortex と 
Prometheus の両方をサポートしており、Grafana はクエリ API とルーラー API の両方が同じ URL にあ
ることを想定しています。Ruler API に個別の URL を指定することはできません。

Note

特定の Loki または Prometheus データソースのアラートルールを管理したくない場合は、その設
定に移動し、「アラート UI でアラートを管理」チェックボックスをオフにします。

Cortex または Loki が管理するレコーディングルールを追加するには

1. Grafana コンソールの Grafana メニューで、アラート (ベル) アイコンを選択し、既存のアラートを一
覧表示するアラートページを開きます。

2. [新しいアラートルール] を選択します。
3. ステップ 1 では、次のようにルール名、タイプ、および保存場所を追加します。

• [ルール名] に、わかりやすい名前を追加します。この名前はアラートルールリストに表示されま
す。また、alertnameこのルールから作成されるすべてのアラートインスタンスのラベルでもあり
ます。

• [ルールタイプ] ドロップダウンから、[Cortex/Loki マネージドアラート] を選択します。
• [データソースの選択] ドロップダウンから、Prometheus または Loki データソースを選択します。
• 「名前空間」ドロップダウンから、既存のルール名前空間を選択します。それ以外の場合は、[新規

追加] を選択し、名前を入力して作成します。名前空間には 1 つ以上のルールグループを含めるこ
とができ、組織的な目的のみ使用できます。詳細については、「Cortex または Loki ルールグループ
と名前空間 (p. 582)」を参照してください。

• グループドロップダウンから、選択した名前空間内の既存のグループを選択します。それ以外の場
合は、[新規追加] を選択し、名前を入力して作成します。新しく作成されたルールは、グループの
末尾に追加されます。グループ内のルールは、同じ評価時間で、一定の間隔で順番に実行されま
す。

4. ステップ 2 では、評価するクエリを追加します。

値には、PromQL 式または LogQL 式を使用できます。評価結果に 0 より大きい値の系列が少なくと
も 1 つある場合、ルールはアラートを開始します。シリーズごとにアラートが作成されます。

5. ステップ 3 では、ルールに関連するメタデータを追加します。

• 説明と概要を追加して、アラートメッセージをカスタマイズします。のガイドラインを使用してく
ださいアラートルール用の注釈とラベル (p. 580)。

• Runbook URL、パネル、ダッシュボード、アラート ID を追加します。
• カスタムラベルを追加します。
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6. [Save] を選択してルールを保存するか、[Save and exit] を選択してルールを保存し、[Alerting] ページ
に戻ります。

Grafana マネージドアラートルールの作成

Grafana では、1 つ以上のデータソースにクエリを実行したり、結果を縮小または変換して相互に比較し
たり、しきい値を修正したりするアラートルールを作成できます。これらが処理されると、Grafana は連
絡先に通知を送信します。

Note

Grafana アラートを使用しているときに Grafana マネージドアラートルールを作成すると、ルー
ルが一致したときに複数の通知が送信されます。コンタクトポイントプロバイダーによっては、
通知の重複を排除するための設定可能なオプションがある場合があります。

Grafana マネージドルールを追加するには

1. Grafana コンソールの Grafana メニューで、アラート (ベル) アイコンを選択し、既存のアラートを一
覧表示するアラートページを開きます。

2. [新しいアラートルール] を選択します。
3. ステップ 1 では、次のようにルール名、タイプ、および保存場所を追加します。

• [ルール名] に、わかりやすい名前を追加します。この名前はアラートルールリストに表示されま
す。また、alertnameこのルールから作成されるすべてのアラートインスタンスのラベルでもあり
ます。

• [ルールタイプ] ドロップダウンから、[Grafana マネージドアラート] を選択します。
• 「フォルダ」ドロップダウンから、ルールを保存するフォルダを選択します。フォルダーを選択し

ない場合、Generalルールはフォルダーに保存されます。フォルダーを作成するには、ドロップダ
ウンを選択し、新しいフォルダー名を入力します。

4. ステップ 2 では、評価するクエリと式を追加します。

• デフォルトの名前をそのまま使用するか、カーソルを合わせて編集アイコンを選択して名前を変更
します。

• クエリの場合は、ドロップダウンからデータソースを選択します。
• 1 つ以上のクエリまたは式を追加します (p. 460) (式の詳細については、Grafana ドキュメンテー

ションの「式」を参照してください)。
• 式ごとに、クラシック条件を選択して単一のアラートルールを作成するか、[計算]、[削減]、[リサン

プリング] のオプションを選択してシリーズごとに個別のアラートを生成します。これらのオプショ
ンの詳細については、を参照してください単一次元ルールと多次元ルール (p. 578)。

• [クエリを実行] を選択して、クエリが成功したことを確認します。
5. ステップ 3 で、条件を追加します。

• 条件ドロップダウンから、アラートルールを開始するクエリまたは式を選択します。
• 「毎回評価する」には、評価の頻度を指定します。10 秒の倍数でなければなりません。例えば、1m

や 30s などです。
• Evaluate for には、アラートが開始されるまでに条件が満たされている必要がある期間を指定しま

す。

Note

条件に違反すると、Pendingアラートが状態になります。指定した期間にわたって条件違
反が続くと、Firingアラートはその状態に移行します。満たされなくなると、Normal状
態に戻ります。

• 「データなしとエラー処理の設定」で、データがない場合のアラート動作を設定します。のガイド
ラインを使用してくださいデータなしまたはエラーケースの処理 (p. 580)。
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• [アラートをプレビュー] を選択して、現時点でクエリを実行した結果を確認します。プレビューに
はデータやエラー処理条件は含まれません。

6. ステップ 4 では、ルールに関連するメタデータを追加します。

• 説明と概要を追加して、アラートメッセージをカスタマイズします。のガイドラインを使用してく
ださいアラートルール用の注釈とラベル (p. 580)。

• Runbook URL、パネル、ダッシュボード、アラート ID を追加します。
• カスタムラベルを追加します。

7. [Save] を選択してルールを保存するか、[Save and exit] を選択してルールを保存し、[Alerting] ページ
に戻ります。

単一次元ルールと多次元ルール

Grafana マネージドアラートルールでは、クラシック条件のルールを作成することも、多次元ルールを作
成することもできます。

1 次元ルール (クラシック条件)

従来の条件式を使用して、条件が満たされたときに 1 つのアラートを開始するルールを作成します。複数
のシリーズを返すクエリの場合、Grafana は各シリーズのアラート状態を追跡しません。その結果、複数
のシリーズでアラート条件が満たされた場合でも、Grafana はアラートを 1 つだけ送信します。

エクスプレッションのフォーマット方法の詳細については、Grafana ドキュメンテーションの「エクスプ
レッション」を参照してください。

多次元ルール

クエリで返されたシリーズごとに個別のアラートインスタンスを生成するには、多次元ルールを作成しま
す。

Note

多次元ルールによって生成された各アラートインスタンスは、アラートの合計クォータにカウン
トされます。アラートのクォータに達しても、ルールは評価されません。多次元ルールのクォー
タの詳細については、「」を参照してください送信クォータに達したエラー (p. 579)。

1 つのルールから複数のインスタンスを作成するにはMath、Reduce、Resampleまたは式を使用して多
次元ルールを作成します。例えば、以下のことが可能です。

• Reduceクエリごとに式を追加して、選択した時間範囲の値を 1 つの値に集約します。(数値データを使
用するルールには必要ありません (p. 572))。

• Mathルールの条件を含む式を追加します。これは、クエリまたはリデュース式が、ルールがアラートを
開始しない場合は既に 0 を返し、アラートを開始する場合は正の数を返す場合は必要ありません。

例:
• $B > 70B クエリ/式の値が 70 を超える場合にアラートを開始する必要があるかどうか。
• $B < $C * 100Bの値がCの値に100を掛けた値より小さい場合にアラートを開始する必要がある場

合に備えて。比較対象のクエリの結果に複数の系列がある場合、ラベルが同じか、一方が他方のサブ
セットであれば、異なるクエリの系列が照合されます。

Note

Grafana はテンプレート変数を使ったアラートクエリをサポートしていません。詳細について
は、コミュニティページをご覧ください。アラートの設定中、テンプレート変数はアラートクエ
リではサポートされません。
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多次元ルールに関するパフォーマンス上の考慮事項

各アラートインスタンスはアラートクォータにカウントされます。アラートクォータ内に収まらない数
のインスタンスを作成する多次元ルールは評価されず、クォータエラーが返されます。詳細については、
「送信クォータに達したエラー (p. 579)」を参照してください。

多次元アラートは、Grafana ワークスペースのパフォーマンスだけでなく、Grafana がアラートルールを
評価するためにクエリを実行する際のデータソースのパフォーマンスにも大きな影響を与える可能性があ
ります。監視システムのパフォーマンスを最適化しようとするときには、次の考慮事項が役立ちます。

• ルール評価の頻度 — アラートルールの Evaluate Every プロパティは、ルール評価の頻度を制御しま
す。許容できる最低評価頻度を使用することをお勧めします。

• 結果セットのカーディナリティ — ルールを使用して作成するアラートインスタンスの数は、そのパ
フォーマンスに影響します。フリート内のすべての VM で、すべての API パスの API レスポンスエラー
を監視しているとします。このセットには、パスの数に仮想マシンの数を掛けたものがカーディナリ
ティです。たとえば、VM ごとのパスごとではなく、VM ごとの合計エラー数を監視することで、結果
セットのカーディナリティを減らすことができます。

• クエリの複雑さ — データソースが処理して迅速に応答できるクエリは、消費するリソースが少なくて
済みます。この考慮事項は上記の他の考慮事項ほど重要ではありませんが、これらの点をできるだけ減
らした場合は、個々のクエリのパフォーマンスを調べることで違いが生じる可能性があります。また、
これらのルールを評価するとデータソースに及ぼすパフォーマンスへの影響も認識しておく必要があ
ります。多くの場合、監視データベースによって処理されるクエリの大部分はアラートクエリであるた
め、Grafana インスタンスに影響するのと同じ負荷係数がそれらにも影響します。

送信クォータに達したエラー

1 つのワークスペースに保持できるアラートインスタンスの数にはクォータがあります。その数に達する
と、そのワークスペースで新しいアラートルールを作成できなくなります。多次元アラートでは、アラー
トインスタンスの数は時間とともに変化する可能性があります。

アラートインスタンスを操作する際には、次の点を覚えておく必要があります。

• 単一次元のルールのみを作成する場合、各ルールは単一のアラートインスタンスになります。1 つの
ワークスペースで、アラートインスタンスのクォータと同じ数のルールを作成できますが、それ以上は
作成できません。

• 多次元ルールは複数のアラートインスタンスを作成しますが、その数は評価されるまでわかりません。
たとえば、Amazon EC2 インスタンスの CPU 使用状況を追跡するアラートルールを作成した場合、作
成時には 50 の EC2 インスタンス (つまり 50 個のアラートインスタンス) が存在する可能性があります
が、1 週間後にさらに 10 個の EC2 インスタンスを追加すると、次の評価では 60 個のアラートインス
タンスになります。

アラートインスタンスの数は、多次元アラートを作成するときに評価されます。アラートインスタンス
のクォータをすぐに超過するようなアラートを作成することはできません。アラートインスタンスの数
は変わる可能性があるため、ルールが評価されるたびにクォータがチェックされます。

• ルール評価時に、ルールによってアラートインスタンスのクォータを超えた場合、アラートルー
ルが更新されてアラートインスタンスの総数がサービスクォータを下回るまで、そのルールは評
価されません。この場合、クォータに達したことを知らせるアラート通知が届きます (通知では、
評価対象のルールの通知ポリシーが使用されます)。通知には、Error値を含む注釈が含まれま
すQuotaReachedError。

• aQuotaReachedError の評価を停止させるルール。評価は、更新が行われ、QuotaReachedError更
新後の評価自体が原因ではない場合にのみ再開されます。評価されていないルールでは、Grafana コン
ソールに「クォータに達しました」というエラーが表示されます。

• アラートインスタンスの数を減らすには、アラートルールを削除するか、多次元アラートを編集してア
ラートインスタンスを減らします（たとえば、仮想マシンの API ごとにエラーアラートを 1 つ設定する
のではなく、VM ごとにエラーに関するアラートを 1 つ設定する）。
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• 評価を再開するには、アラートを更新して保存します。アラートインスタンスの数を減らすように更新
できます。また、アラートインスタンスの数を減らすために他の変更を加えた場合は、変更せずに保存
できます。再開できれば、再開できます。別の原因となる場合はQuotaReachedError、保存できませ
ん。

• アラートを保存してアラートクォータを超えずに評価を再開すると、クォータに達したエラーがしばら
くの間（評価間隔まで）Grafana コンソールに表示され続けることがありますが、アラートルールの評
価が開始され、ルールのしきい値に達するとアラートが送信されます。

• アラートクォータやその他のクォータの詳細については、を参照してくださいAmazon Managed 
Grafana サービスのクォータ (p. 755)。

データなしまたはエラーケースの処理

データがない場合やエラーが発生したときのアラート動作の処理方法を選択してください。

データを処理しないオプションを、次の表に示します。

パスオプションなし Behavior

データなし DatasourceNoDataアラートルールの名前と
UID、およびデータを返さなかったデータソースの
UIDをラベルとしてアラートを作成します。

アラート アラートルールの状態をに設定しますAlerting。

OK アラートルールの状態をに設定しますNormal。

エラーケースを処理するためのオプションを、次の表に示します。

エラーまたはタイムアウトオプション Behavior

アラート アラートルールの状態をに設定Alerting

OK アラートルールの状態をに設定Normal

エラー DatasourceErrorアラートルールの名前とUID、
およびデータを返さなかったデータソースのUIDを
ラベルとしてアラートを作成します。

アラートルール用の注釈とラベル
アノテーションとラベルは、アラートルール、データソースレスポンス、およびアラートルール評価の
結果から発生するアラートに関連するキーと値のペアです。アラート通知で直接使用することも、テンプ
レートやテンプレート関数で使用して通知連絡先を動的に作成することもできます (p. 592) (p. 587)。

注釈

アノテーションはアラートに関する追加情報を提供するキーと値のペアで
す。、、、description、summaryrunbook_urlalertIddashboardUid、などの注釈を使用できま
すpanelId。これらはUIのルールとアラートの詳細に表示され、連絡先メッセージテンプレートで使用で
きます。

ラベル

ラベルはアラートに関する情報が含まれるキーと値のペアです。アラートに設定されたラベルは、アラー
トの評価と通知のプロセス全体で生成され、追加されます。これらの使用方法は次のとおりです。
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• アラートのラベル一式は、Grafana Alerts 内でそのアラートを一意に識別します。
• Alertmanagerはラベルを使用して、通知ポリシー内の無音状態とアラートグループのアラートを照合し

ます (p. 594) (p. 583) (p. 583)。
• アラート UI には、そのルールの評価によって生成されたすべてのアラートインスタンスのラベルが表示

されます。
• 連絡先はラベルにアクセスして、通知の原因となるアラート固有の情報を含む通知を動的に生成できま

す。
• ラベルはアラートルールに追加できます (p. 574)。これらの手動で設定されたラベルは、テンプレート

関数を使用したり、他のラベルを参照したりできます。ここでアラートルールに追加されたラベルは、
ラベル同士が衝突した場合に優先されます。

注釈とラベルを展開するときには、次のテンプレート変数を使用できます。

名前 説明

$labels クエリまたは条件のラベル。例え
ば、{{ $labels.instance }} と
{{ $labels.job }} です。ルールがクラシッ
ク条件を使用している場合、これは使用できませ
ん。

$values このアラートルールで評価されたすべ
てのリデュース式と数学式の値。たとえ
ば、、{{ $values.A.Labels }}と{{ $values.A }}、refID式
の「{{ $values.A.Value }}はどこかA」で
す。ルールがクラシック条件を使用している場合
は使用できません。

$value アラートインスタンスの値文字列。例え
ば、[ var='A' labels={instance=foo} 
value=10 ]。

アラートのルールの管理

アラートページには、アラートルールが一覧表示されます。デフォルトでは、ルールはデータソー
スの種類ごとにグループ化されています。Grafana セクションには Grafana が管理するルールが一
覧表示され、Cortex/Loki セクションには Prometheus 互換データソースのルールが一覧表示されま
す。Prometheus 互換データソースのアラートルールは表示できますが、編集することはできません。

アラートのルールを表示する

Grafana アラートを使用すると、すべてのアラートを 1 ページに表示できます。

アラートの詳細を表示するには

1. Grafana コンソールの Grafana メニューで、アラート (ベル) アイコンを選択してアラートページを開
きます。デフォルトでは、ルールはデータソースタイプごとにグループで表示されます。また、各ア
ラートの現在の状態別に表示することもできます (これらについては、次のテキストで詳しく説明し
ます)。

2. View as では、お好みのオプションを選択して、グループビューとステートビューを切り替えること
ができます。

3. 行の横にある矢印を選択すると、その行の詳細が表示されます。ルールの詳細には、ルールラベル、
注釈、データソース、クエリのほか、ルールから生成されたアラートインスタンスのリストが含まれ
ます。
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グループビュー

グループビューには、フォルダーごとにグループ化された Grafana アラートルールと、namespace + で
グループ化された Loki または Prometheus アラートルールが表示されますgroup。これは、ルールを管理
するためのデフォルトのルールリストビューです。各グループを展開すると、そのグループ内のルールの
リストを表示できます。詳細を表示するには、ルールをさらに展開します。ルールによって生成されたア
クションボタンやアラートを展開して、その詳細を表示することもできます。

ステートビュー

ステートビューには、アラートルールが州ごとにグループ化されて表示されます。このビューを使用する
と、どのルールがどの状態にあるかの概要を把握できます。各ルールを展開して詳細を表示できます。ア
クションボタンとこのルールによって生成されたアラート、および各アラートをさらに展開して詳細を表
示できます。

アラートルールをフィルタリングする

アラートページに表示されるアラートルールは、いくつかの方法でフィルタリングできます。

• [データソースの選択] を選択し、フィルターするデータソースを選択することで、特定のデータソース
をクエリするルールをフィルターして表示できます。

• ラベルで絞り込むには、「ラベルで検索」で検索条件を選択します。サンプル基準に
はenvironment=production、region=~US|EU、などがありますseverity!=warning。

• [アラートを州で絞り込む] を選択し、表示する状態を選択することで、特定の状態のルールを表示する
ようにフィルタリングできます。

アラートのルールの編集または削除

Grafana が管理するアラートルールは、ルールを保存するフォルダーの編集権限を持つユーザーのみが編
集または削除できます。外部の Cortex または Loki インスタンスのアラートルールは、編集者または管理
者の役割を持つユーザーが編集または削除できます。

ルールを編集または削除するには

1. [表示]、[編集]、[削除] のルールコントロールが表示されるまでルールを展開します。
2. [編集] を選択して、ルール作成ページを開きます。ルールを作成するのと同じ方法で、更新を行いま

す。詳細については、Grafana マネージドアラートルールの作成 (p. 577)またはの手順を参照してく
ださいCortex または Loki のマネージドアラートルールの作成 (p. 574)。

3. オプションで、[削除] を選択してルールを削除します。

Cortex または Loki ルールグループと名前空間

ルールを整理できます。ルールはルールグループ内で作成され、ルールグループは名前空間に編成され
ます。ルールグループ内のルールは、一定の間隔で順番に実行されます。デフォルトの間隔は 1 分で
す。Cortex または Loki の名前空間とルールグループの名前を変更したり、ルールグループの評価間隔を編
集したりできます。

ルールグループまたは名前空間を編集するには

1. Grafana コンソールの Grafana メニューで、アラート (ベル) アイコンを選択してアラートページを開
きます。

2. 編集したいルールグループまたは名前空間内のルールに移動します。
3. 編集 (ペン) アイコンを選択します。
4. ルールグループまたは名前空間を変更します。
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Note

名前空間の場合、編集できるのは名前のみです。ルールグループでは、グループ内のルール
の名前または評価間隔を変更します。たとえば、1mルールを 1 分に 1 回評価するか、30 秒
に 130s 回評価するかを選択できます。

5. [変更の保存] を選択します。

アラートのグループ
このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

アラートグループには、Alertmanager インスタンスからのアラートがグループ化されて表示されます。デ
フォルトでは、通知ポリシーの使用 (p. 594)アラートはのルートポリシーのラベルキーでグループ化され
ます。一般的なアラートを1つのアラートグループにグループ化することで、重複したアラートが開始され
るのを防ぎます。

アラートグループを表示するには

1. Grafana コンソールの Grafana メニューで、アラート (ベル) アイコンを選択してアラートページを開
きます。

2. [アラートグループ化] を選択すると、既存のグループを一覧表示するページが開きます。
3. アラートマネージャーのドロップダウンから、データソースとして外部のアラートマネージャーを選

択します。デフォルトでは、Grafanaアラートマネージャーが選択されます。
4. ドロップダウンによるカスタムグループから、ラベルの組み合わせを選択すると、デフォルト以外の

グループが表示されます。このビューを使用して、通知ポリシーのグループ化をデバッグまたは検証
できます。

ルートポリシーのグループまたはカスタムグループでラベルが指定されていないアラートは、ヘッダーが
のグループに追加されますNo grouping。

アラートを絞り込む

次のフィルターを使用して、特定の条件に一致するアラートを表示できます。

• ラベルによる検索 —「検索」に既存のラベルを入力すると、そのラベルに一致するアラートが表示され
ます。例えば、environment=production、region=~US|EU、severity!=warning などです。

• アラートを州別に絞り込む —「状態」でActive、Suppressed、Unprocessedまたは状態を選択し
て、その状態のアラートを表示します。

Prometheus データソースのサイレンシングアラート通知
このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

外部の Alertmanager データソース (Amazon マネージドサービス for Prometheus を含む) では、アラート
通知をサイレントモードに設定して非表示にできます。サイレンスは通知の作成を停止するだけです。サ
イレンスしてもアラートルールの評価は妨げられず、アラートインスタンスがユーザーインターフェイス
に表示されなくなります。アラートをサイレントにするときは、そのアラートを抑制する時間枠を指定し
ます。
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外部の Alertmanager データソースにはサイレンスを設定できます。

Note

定期的に（たとえば、定期的なメンテナンス期間中に）アラート通知が表示されないようにする
には、ミュートタイミング (p. 596)サイレントモードではなくアラート通知機能を使用してくだ
さい。

サイレンスを追加するには

1. Grafana コンソールの Grafana メニューで、アラート (ベル) アイコンを選択してアラートページを開
きます。

2. 「Silences」を選択すると、既存のリストを表示するページが開きます連絡先の使用 (p. 585)。
3. アラートマネージャードロップダウンから外部アラートマネージャーを選択します。
4. 「新規サイレンス」を選択します。
5. [サイレンスの開始] と [終了] で開始日と終了日を選択し、サイレンスを有効にするタイミングと終了

するタイミングを指定します。

終了時間を設定する代わりに、「継続時間」でサイレンスを強制する時間を指定します。これによ
り、「サイレンスの開始」フィールドと「終了」フィールドの終了時間が自動的に更新されます。

6. 「名前」フィールドと「値」フィールドに、一致するラベルを 1 つ以上入力します。どのルールに
サイレンスが適用されるかは、マッチャーが決定します。ラベルマッチングについては、次の手順に
従って詳しく説明します。

7. オプションで、コメントを追加するか、作成者を変更してサイレンスの所有者を設定します。

アラート抑制のためのラベルマッチング

サイレンスを作成すると、サイレンスの一部として一致するラベルのセットが作成されます。これは、ア
ラートを抑制するために一致する必要があるラベルに関する一連のルールです。一致するラベルは次の 3 
つの部分で構成されます。

• Label el el el el el el el el el el el el el el el el です。アラートのラベル名と完全に一致する必要がありま
す。

• 演算子 — ラベル値を一致するラベル値と比較するために使用される演算子。利用できる演算子は次のと
おりです。
• =指定した文字列と値が完全に一致するラベルを選択します。
• !=値が指定された文字列と一致しないラベルを選択してください。
• =~指定された文字列の正規表現で解釈された値と一致する値を持つラベルを選択します (提供された

文字列は正規表現として解釈されます)。
• !=指定された正規表現と一致しないラベルを選択してください。

• 値 — ラベル値と一致する値。選択した演算子に応じて、文字列または正規表現として照合できます。

サイレンスは指定された終了日に終了しますが、いつでも手動で非表示を解除できます。

サイレンスを手動で終了するには

1. 「アラート」ページで「サイレンス」を選択すると、既存のサイレンスのリストが表示されます。
2. 終了させたいサイレンスを選択し、「無音解除」を選択します。これでアラート抑制は終了します。

Note

サイレンシングを解除すると、終了時刻が現在の時刻に設定されているかのように、アラー
ト抑制が終了します。(自動または手動で) 終了したサイレンスは 5 日間保持され、一覧に表
示されます。リストからサイレンスを手動で削除することはできません。
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サイレンス作成フォームへのリンクの作成

詳細を既に入力したサイレンス作成フォームの URL を作成できます。オペレーターはこれを使用して、運
用中のイベント中にアラームをすばやく抑制できます。

サイレンスフォームへのリンクを作成するときは、matchersクエリパラメータを使用して一致するラベ
ルを指定し、commentクエリパラメータを使用してコメントを指定します。matchersパラメータには、
カンマで区切られた 1[label][operator][value] つ以上の値をフォームに入力する必要があります。

URL の例

サイレンスフォームにリンクするには、severity=criticalラベルが一致しcluster!
~europe-.*Silencing critical EU alerts、コメントには次のような URL を使用しま
す。mygrafana を Grafana インスタンスのホスト名に置き換えてください。

https://mygrafana/alerting/silence/new?matchers=severity%3Dcritical%2Ccluster!~europe-
*&comment=Silence%20critical%20EU%20alert

外部の Alertmanager の新しいサイレンスページにリンクするには、Alertmanagealertmanager データ
ソース名のクエリパラメータ（例:）を追加しますalertmanager=myAlertmanagerdatasource。

連絡先の使用

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

連絡先を使用して、アラートが開始されたときに連絡先に通知する方法を定義します。連絡先に
は、Amazon 簡易通知サービスや Slack など、1 つ以上の連絡先タイプを設定できます。アラートが開始
されると、その連絡先のリストにあるすべての連絡先タイプに通知が送信されます。オプションで、メッ
セージングテンプレートの使用 (p. 587)を使用して連絡先タイプに合わせて通知メッセージをカスタマイ
ズします。

Note

Grafana マネージドアラートの連絡先を作成および編集できます。Alertmanager アラートの連絡
先は読み取り専用です。

連絡先の使用

次の手順では、連絡先を追加、編集、および削除する方法を示します。

連絡先を追加するには

1. Grafana コンソールの Grafana メニューで、アラート (ベル) アイコンを選択してアラートページを開
きます。

2. 「連絡先」を選択し、「新規連絡先」を選択します。
3. アラートマネージャーのドロップダウンから、アラートマネージャーを選択します。Grafana アラー

トマネージャーはデフォルトで選択されています。
4. 連絡先の名前を入力します。
5. 「連絡先タイプ」から、タイプを選択し、そのタイプに基づいて必須フィールドを選択します。たと

えば、Slackを選択した場合は、連絡が必要なSlackチャンネルとユーザーを入力します。
6. 選択した連絡先で利用できる場合は、オプション設定を選択して追加設定を指定します。
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7. アラートが解決したときに通知を受け取りたくない場合は、[通知設定] で [解決済みメッセージを無効
にする] をオプションで選択します。

8. 連絡先にさらに多くの連絡先タイプが必要な場合は、[新しい連絡先タイプ] を選択し、必要な連絡先
タイプごとに手順を繰り返すことができます。

9. [連絡先を保存] を選択して変更を保存します。

連絡先を編集するには

1. 連絡先を選択すると、既存の連絡先のリストが表示されます。
2. 編集する連絡先を選択し、編集アイコン (ペン) を選択します。
3. 必要な変更を加え、[連絡先を保存] を選択して変更を保存します。

コンタクトポイントが作成されたら、テスト通知を送信して、適切に設定されていることを確認できま
す。

テスト通知を送信するには

1. 連絡先を選択して、既存の連絡先のリストを開きます。
2. テストする連絡先を選択し、編集アイコン (ペン) を選択します。
3. テストアイコン (paper 飛行機) を選択します。
4. 定義済みのテスト通知を送信するか、[カスタム] を選択してテスト通知に独自のカスタム注釈とラベ

ルを追加するかを選択します。
5. 「テスト通知を送信」を選択し、指定した連絡先でアラートをテストします。

通知ポリシーで使用されていない連絡先を削除できます。

連絡先を削除するには

1. 連絡先を選択して、既存の連絡先のリストを開きます。
2. 削除する連絡先を選択し、削除アイコン (ごみ箱) を選択します。
3. 確認ダイアログボックスで、[Yes, delete] を選択します。

Note

連絡先が通知ポリシーで使用されている場合は、連絡先を削除する前に、通知ポリシーを削除す
るか、別の連絡先を使用するように編集する必要があります。

サポートされているノーティファイアのリスト

名前 型

Amazon SNS sns

OpsGenie opsgenie

ページャー・デューティ pagerduty

Slack slack

VictorOps victorops
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メッセージングテンプレートの使用

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

連絡先の使用 (p. 585)経由で送信される通知は、メッセージングテンプレートを使用して作成されま
す。Grafana のデフォルトテンプレートは Go テンプレートシステムに基づいており、一部のフィールド
はテキストとして評価され、他のフィールドは HTML として評価されます（これがエスケープに影響する
可能性があります）。

連絡先フィールドのほとんどはテンプレート化できるため、再利用可能なカスタムテンプレートを作成し
て複数の連絡先で使用できます。テンプレートデータ (p. 590)このトピックには、テンプレートに使用で
きる変数が一覧表示されます。

テンプレートを使う

テンプレートはメッセージの作成に使用されます。たとえば、Slackのアラートメッセージでは、連絡先に
タイトルと本文を設定できます。次の例は、デフォルトのテンプレートを使用して、発生および解決され
たアラートの数を含むタイトルと、アラートとそのステータスを一覧表示する本文を作成する方法を示し
ています。

• タイトル:

{{ len .Alerts.Firing }} firing, {{ len .Alerts.Resolved }} resolved

• テキスト本文:

{{ range .Alerts }}{{ .Status }}: {{ .Labels.alertname }}
{{end }}

以下の例のように、独自のカスタムテンプレートを作成できます。

• タイトル:

{{ template "slack.default.title" .}}

• テキスト本文:

{{ template "mymessage" .}}

以下に、テンプレート例を示します。

{{ define "myalert" }} 
  [{{.Status}}] {{ .Labels.alertname }} 

  Labels: 
  {{ range .Labels.SortedPairs }} 
    {{ .Name }}: {{ .Value }} 
  {{ end }} 

  {{ if gt (len .Annotations) 0 }} 
  Annotations: 
  {{ range .Annotations.SortedPairs }} 
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    {{ .Name }}: {{ .Value }} 
  {{ end }} 
  {{ end }} 

  {{ if gt (len .SilenceURL ) 0 }} 
    Silence alert: {{ .SilenceURL }} 
  {{ end }} 
  {{ if gt (len .DashboardURL ) 0 }} 
    Go to dashboard: {{ .DashboardURL }} 
  {{ end }}
{{ end }}

次の手順では、カスタムメッセージテンプレートを作成、編集、および削除する方法を示します。

メッセージテンプレートを作成するには

1. Grafana コンソールの Grafana メニューで、アラート (ベル) アイコンを選択してアラートページを開
きます。

2. 「連絡先」を選択します。
3. Alertmanager ドロップダウンから、メッセージテンプレートを作成する Alertmanager インスタンス

を選択します。デフォルトは Grafana アラートマネージャーです。
4. [テンプレートを追加] を選択します。
5. わかりやすい名前を追加します。
6. テンプレートのコンテンツを追加します。次に例を示します。

{{ define "mymessage" }} 
  {{ range .Alerts }} 
    [{{ .Status }}] {{ range .Labels }} {{ .Name }}={{.Value }}{{end}} 
  {{ end }}
{{ end }}

defineコンテンツセクションのタグは、テンプレート名を割り当てます。このタグはオプションで
す。省略すると、テンプレート名は名前フィールドから取得されます。両方を指定する場合は、同じ
ものを通知するのがベストプラクティスです。

7. [テンプレートを保存] を選択します。

Note

警告メッセージテンプレートの HTML は、制御文字をエスケープしたテキストとしてレンダリン
グされます。結果の通知での HTML のレンダリングは Grafana ではサポートされていません。

メッセージテンプレートを編集するには

1. 「アラート」ページで「連絡先」を選択し、連絡先のリストを開きます。
2. 「テンプレート」テーブルで、編集するテンプレートを見つけて、「編集」 アイコン (ペン) を選択し

ます。
3. 変更を行ってから、[テンプレートを保存] を選択します。

メッセージテンプレートを削除するには

1. 「アラート」ページで「連絡先」を選択し、連絡先のリストを開きます。
2. 「テンプレート」テーブルで、削除するテンプレートを探し、「削除」アイコン (ごみ箱) を選択しま

す。
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3. [はい、削除] を選択してテンプレートを削除します。

ネストテンプレート

他のテンプレートにテンプレートを埋め込むことができます。

たとえば、define次のキーワードを使用してテンプレートフラグメントを定義できます。

{{ define "mytemplate" }} 
  {{ len .Alerts.Firing }} firing. {{ len .Alerts.Resolved }} resolved.
{{ end }}

その後、templateキーワードを使用してこのフラグメントにカスタムテンプレートを埋め込むことがで
きます。例:

Alert summary:
{{ template "mytemplate" . }}

次の組み込みテンプレートオプションを使用して、カスタムテンプレートを埋め込むことができます。

名前 メモ

default.title 高レベルのステータス情報を表示します。

default.message 発生したアラートと解決されたアラートの概要を
フォーマットして提供します。

カスタムテンプレートの例

カスタムテンプレートの使用方法の例を次に示します。

1 つのアラートを表示するテンプレート:

{{ define "myalert" }} 
  [{{.Status}}] {{ .Labels.alertname }} 

  Labels: 
  {{ range .Labels.SortedPairs }} 
    {{ .Name }}: {{ .Value }} 
  {{ end }} 

  {{ if gt (len .Annotations) 0 }} 
  Annotations: 
  {{ range .Annotations.SortedPairs }} 
    {{ .Name }}: {{ .Value }} 
  {{ end }} 
  {{ end }} 

  {{ if gt (len .SilenceURL ) 0 }} 
    Silence alert: {{ .SilenceURL }} 
  {{ end }} 
  {{ if gt (len .DashboardURL ) 0 }} 
    Go to dashboard: {{ .DashboardURL }} 
  {{ end }}
{{ end }}

通知メッセージ全体をレンダリングするテンプレート:
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{{ define "mymessage" }} 
  {{ if gt (len .Alerts.Firing) 0 }} 
    {{ len .Alerts.Firing }} firing: 
    {{ range .Alerts.Firing }} {{ template "myalert" .}} {{ end }} 
  {{ end }} 
  {{ if gt (len .Alerts.Resolved) 0 }} 
    {{ len .Alerts.Resolved }} resolved: 
    {{ range .Alerts.Resolved }} {{ template "myalert" .}} {{ end }} 
  {{ end }}
{{ end }}

テンプレートデータ
次のデータがメッセージテンプレートに渡されます。

名前 型 メモ

Receiver string 通知の送信先の連絡先の名前。

Status string 少なくとも 1 つのアラートが発
生している場合は起動し、それ
以外の場合は解決されます。

Alerts アラート この通知に含まれるアラートオ
ブジェクトのリスト (下記参照)。

GroupLabels KeyValue これらのアラートはラベルでグ
ループ化されました。

CommonLabels KeyValue この通知に含まれるすべてのア
ラートに共通するラベル。

CommonAnnotations KeyValue この通知に含まれるすべてのア
ラートに共通する注釈。

ExternalURL string 通知を送信した Grafana への
バックリンク。外部アラートマ
ネージャーを使用している場合
は、このアラートマネージャー
へのリンクに戻ってください。

Alertsこのタイプには、返されるアラートをフィルタリングするための2つの関数が公開されています。

• Alerts.Firing— 起動中のアラートのリストを返します。
• Alerts.Resolved— 解決されたアラートのリストを返します。

アラート (タイプ)

アラートのタイプには、次のデータが含まれます。

名前 型 メモ

ステータス string firing-または-resolved

Labels KeyValue アラートに添付されたラベルの
セット。
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名前 型 メモ

注釈 KeyValue アラートに添付された注釈の
セット。

StartsAt タイム・タイム アラートが起動し始めた時刻。

EndsAt タイム・タイム アラートの終了時刻がわかって
いる場合にのみ設定されます。
それ以外の場合は、最後にア
ラートを受信してからの、設定
可能なタイムアウト期間に設定
されます。

ジェネレーター URL string Grafana または外部のアラートマ
ネージャーへのバックリンク。

サイレンスURL string このアラートのラベルがあらか
じめ入力されているグラファ
ナ・サイレンス・フォーへのリ
ンク。Grafana マネージドアラー
トのみ。

ダッシュボード URL string アラートルールが Grafana ダッ
シュボードに属している場合
は、Grafana ダッシュボードにリ
ンクします。Grafana マネージド
アラートのみ。

パネル URL string アラートルールがグラファナ
ダッシュボードパネルに属し
ている場合は、grafana ダッ
シュボードパネルにリンクしま
す。Grafana マネージドアラート
のみ。

フィンガープリント string アラートの識別に使用できる
フィンガープリント。

ValueString string アラート内の各簡約表現のラベ
ルと値を含む文字列。

KeyValue タイプ

KeyValueタイプは、ラベルと注釈を表すキーと値の文字列ペアのセットです。

として保存されているデータに直接アクセスできるほかKeyValue、データをソート、削除、変換する方
法もあります。

名前 引数 戻り値 メモ

SortedPairs キーと値の文字列ペア
のソートリスト

[Remove] (削除) [] 文字列 KeyValue 指定されたキーを含ま
ないキー/バリューマッ
プのコピーを返しま
す。
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名前 引数 戻り値 メモ

名前 [] 文字列 Label el el el el el el

値 [] 文字列 Label el el 値のリスト

テンプレート機能

テンプレート関数を使用すると、ラベルや注釈を処理して動的な通知を生成できます。以下の機能を使用
できます。

名前 引数の型 戻り型 説明

humanize 数値または文字列 string メトリックプレフィッ
クスを使用して、数値
を読みやすい形式に変
換します。

humanize1024 数値または文字列 string ヒューマナイズと同様
ですが、1000 ではなく 
1024 を基数として使用
します。

humanizeDuration 数値または文字列 string 秒単位の継続時間をよ
り読みやすい形式に変
換します。

humanizePercentage 数値または文字列 string 比率値を 100 の分数に
変換します。

humanizeTimestamp 数値または文字列 string 秒単位の Unix タイムス
タンプをより読みやす
い形式に変換します。

title string string strings.title、各単語の最
初の文字を大文字にし
ます。

toUpper string string ひも。 ToUpper、すべ
ての文字を大文字に変
換します。

toLower string string ひも。 ToLower、すべ
ての文字を小文字に変
換します。

match パターン、テキスト boolean 正規表現。 MatchString 
アンカリングされてい
ない正規表現が一致す
るかどうかをテストし
ます。

reReplaceAll パターン、置換、テキ
スト

string 正規表現。 
ReplaceAllString 正規
表現による置換、アン
カーなし。

592



Amazon Managed Grafana ユーザーガイド
Grafana アラート

名前 引数の型 戻り型 説明

graphLink 文字
列-exprdatasource
およびフィールドを含
む JSON オブジェクト

string 指定された式とデータ
ソースのExploreのグラ
フィカルビューへのパ
スを返します。

tableLink 文字
列-exprdatasource
およびフィールドを含
む JSON オブジェクト

string 指定された式とデータ
ソースのExploreの表形
式ビューへのパスを返
します。

args [] インターフェイス {} マップ [文字列] イン
ターフェイス {}

オブジェクトのリスト
を、arg0、arg1 などの
キーを含むマップに変
換します。この関数を
使用して、複数の引数
をテンプレートに渡し
ます。

externalURL 何もない string 外部 URL を表す文字列
を返します。

pathPrefix 何もない string 外部 URL のパスを返し
ます。

次の表は、各関数の使用例を示します。

関数 TemplateString 入力 Expected

人間化する {人間化 $価値} 1234567.0 1.235

ヒューマナイズ 1024 {ヒューマナイズ1024 
$バリュー}

1048576.0 1マイル

ヒューマナイズド・
デュレーション

{人間化期間 $価値} 899.99 14m 59s

ヒューマナイズパーセ
ンテージ

{ヒューマナイズパーセ
ンテージ $価値}

0.1234567 12.35%

ヒューマナイズタイム
スタンプ

{ヒューマナイズタイム
スタンプ $値}

1435065584.128 2015-06-23 
13:19:44 .128 +0000 
UTC

title {$値 | タイトル} Aa B C Aa Bb Cc

toUpper {$バリュー | ToUpper} Aa B C AA BBC

toLower {$値 | toLower する} Aa B C AA BBC

一致 {「a+」$labels.instance 
と一致}

aa true

reReplaceAll {{ reReplaceAll 「ロー
カルホスト:(.*)」
「my.domain: $1" 
$labels.instance}}

ローカルホスト:3000 私のドメイン:3000
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関数 TemplateString 入力 Expected

GraphLink {{GraphLink「{\" expr
\」:\ "up\」,\ "デー
タソース\」:\ "gdev-
prometheus\"}」}

/探索? left= ["now-1h」,
「now」,「gdev-
prometheus」, {"デー
タソース」:「gdev-
prometheus」,「expr」:
「up」,「instant」: 
false,「range」: true}]

テーブルリンク {{TableLink「{\" expr\」:
\ "up\」,\ "データソース
\」:\ "gdev-prometheus
\"}」}

/探索? left= ["now-1h」,
「now」,「gdev-
prometheus」, {"デー
タソース」:「gdev-
prometheus」,「expr」:
「up」,「instant」: true,
「range」: false}]

args {{「x"}} {{.arg0}} {{.arg1}} 
{{end}} {{テンプレート
「x」(引数 1「2")}}

1 2

外部 URL {外部 URL} http://localhost/path/
prefix

パスプレフィックス {パスプレフィックス} /パス/プレフィックス

通知ポリシーの使用

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

通知ポリシーは、アラートが連絡先にルーティングされる方法を決定します。ポリシーにはツリー構造が
あり、各ポリシーには 1 つまたは複数の子ポリシーを含めることができます。ルートポリシーを除く各
ポリシーは、特定のアラートラベルと一致させることもできます。各アラートはルートポリシーによっ
て評価され、次に各子ポリシーによって評価されます。Continue matching subsequent sibling 
nodes特定のポリシーでオプションを有効にすると、1 回以上一致した後でも評価が継続されます。親ポ
リシーの構成設定と連絡先情報は、どの子ポリシーにも一致しないアラートの動作を制御します。ルート
ポリシーは、特定のポリシーと一致しないアラートを管理します。

Note

Grafana マネージドアラートの通知ポリシーを作成および編集できます。Alertmanager アラート
の通知ポリシーは読み取り専用です。

通知のグループ化

グループ化すると、同様の性質のアラート通知が 1 つのファネルに分類されます。これにより、システム
の多くの部分で同時に障害が発生して多数のアラートが同時に開始されるような大規模な停止時のアラー
ト通知を制御できます。

グループ化の例

さまざまな環境のデータベースに 100 のサービスが接続されているとします。これらのサービスはラ
ベルによって区別されますenv=environmentname。サービスがデータベースに到達できるかどうか
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を監視するアラートルールが設定されています。アラートルールは、という名前のアラートを作成しま
すalertname=DatabaseUnreachable。

ネットワークパーティションが発生し、サービスの半分がデータベースにアクセスできなくなると、50 種
類のアラートが開始されます。このような状況では、影響を受ける環境のリストが記載された1ページの通
知（50件ではなく）を受け取る必要があります。

グループ化はgroup_by: [alertname] (envサービスごとに異なるラベルを使用せずに) 設定できま
す。この設定を行うと、Grafana は、このアラートルールの影響を受けるすべての環境を含む 1 つのコン
パクトな通知を送信します。

特別グループ

Grafana には 2 つの特別なグループがあります。デフォルトのグループでは、group_by: nullすべ
てのアラートが 1 つのグループにまとめられます。また、という名前の付いた特別なラベルを使用し
て、...アラートをすべてのラベルでグループ化することもできます。これにより、グループ化を効果的
に無効にして、各アラートを独自のグループに送信できます。

通知の使用

次の手順では、通知ポリシーを作成および管理する方法を示します。

ルート通知ポリシーを編集するには

1. Grafana コンソールの Grafana メニューで、アラート (ベル) アイコンを選択してアラートページを開
きます。

2. [通知ポリシー] を選択します。
3. アラートマネージャーのドロップダウンから、編集するアラートマネージャーを選択します。
4. 「ルートポリシー」セクションで、「編集」 アイコン (ペン) を選択します。
5. 「デフォルト連絡先」で、アラートルールが特定のポリシーに一致しない場合にルールの通知を送信

する連絡先を更新します。
6. [グループ化] で、アラートをグループ化するラベル (または特別なグループ) を選択します。
7. 「タイミングオプション」で、次のオプションから選択します。

• グループ待機 — 最初の通知を送信する前に、同じグループのアラートをバッファリングするまでの
待機時間。デフォルト値は 30 秒です。

• グループ間隔 — グループの 2 つの通知間の最小時間間隔。デフォルトは 5 分です。
• 繰り返し間隔 — 新しいアラートがグループに追加されなかった場合に通知を再送信するまでの最小

時間間隔。デフォルト値は 4 時間です。
8. [Save] (保存) を選択して変更を保存します。

新しい最上位の特定のポリシーを追加するには

1. Grafana コンソールの Grafana メニューで、アラート (ベル) アイコンを選択してアラートページを開
きます。

2. [通知ポリシー] を選択します。
3. アラートマネージャーのドロップダウンから、編集するアラートマネージャーを選択します。
4. 「特定ルーティング」セクションで、「新規特定ポリシー」を選択します。
5. 「一致するラベル」セクションに、一致するアラートラベルを 1 つ以上追加します。ラベルマッチン

グの詳細については、このトピックの後半で「」を示します。
6. 連絡先に、アラートがこの特定のポリシーと一致する場合に通知を送信する連絡先を追加します。ネ

ストされたポリシーは、この連絡先よりも優先されます。
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7. オプションで「グループ化をオーバーライド」を選択し、ルートポリシーとは異なるグループを指定
します。

8. グループ通知ポリシーのタイミングオプションをオーバーライドするには、オプションで「一般的な
タイミングを上書き」を選択します。

9. [Save policy(ポリシーの保存)] を選択して変更を保存します。

ネストされたポリシーを追加するには

1. ネストポリシーを作成したい特定のポリシーを展開します。
2. [ネストされたポリシーを追加] を選択し、詳細を追加します (最上位の特定のポリシーを追加する場合

と同様)。
3. [Save policy(ポリシーの保存)] を選択して変更を保存します。

特定のポリシーを編集するには

1. アラートページから [通知ポリシー] を選択し、既存のポリシーを一覧表示するページを開きます。
2. 編集したいポリシーを選択し、[Edit] アイコン (ペン) を選択します。
3. 任意の変更を行います (最上位の特定のポリシーを追加する場合など)。
4. [ポリシーを保存]を選択します。

ラベルマッチングの仕組み

アラートのラベルがポリシーで指定されているすべての一致するラベルと一致する場合、ポリシーがア
ラートと照合されます。

• Label el el el el el el el el el el el el el el el el です。アラートのラベル名と完全に一致する必要がありま
す。

• 演算子 — ラベル値を一致するラベル値と比較するために使用される演算子。利用できる演算子は次のと
おりです。
• =指定した文字列と値が完全に一致するラベルを選択します。
• !=値が指定された文字列と一致しないラベルを選択してください。
• =~指定された文字列の正規表現で解釈された値と一致する値を持つラベルを選択します (指定された

文字列は正規表現として解釈されます)。
• !=指定された正規表現と一致しないラベルを選択してください。

• 値 — ラベル値と一致する値。選択した演算子に応じて、文字列または正規表現として照合できます。

ミュートタイミング

ミュートタイミングとは、ポリシーに関する新しい通知が生成または送信されない繰り返しの間隔です。
これらを使用すると、定期的なメンテナンス期間など、特定の期間にアラートが繰り返し発生するのを防
ぐことができます。

サイレンスと同様に、ミュートのタイミングでもアラートルールの評価が妨げられることはなく、アラー
トインスタンスがユーザーインターフェイスに表示されなくなることもありません。通知が作成されない
ようにするだけです。

Grafana が管理するミュートタイミングと外部の Alertmanager データソースのミュートタイミングを設定
できます。

ミュートのタイミングとサイレンスの比較

次の表は、ミュートのタイミングと無音状態の違いを示します。
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ミュートタイミング [サイレンス]

繰り返し発生する可能性のある時間間隔定義を使
用する

開始時刻と終了時刻が固定されている

作成され、通知ポリシーに追加されます ラベルを使用してアラートを照合し、通知を停止
するかどうかを決定します

ミュートのタイミングを設定するには

1. Grafana コンソールの Grafana メニューで、アラート (ベル) アイコンを選択してアラートページを開
きます。

2. [通知ポリシー] を選択します。
3. アラートマネージャーのドロップダウンから、編集するアラートマネージャーを選択します。
4. 「ミュートタイミング」セクションで、「ミュートタイミングを追加」ボタンを選択します。
5. ミュートタイミングを適用する時間間隔を選択します。
6. [Submit] を選択してミュートのタイミングを作成します。

通知ポリシーにミュートタイミングを追加するには

1. ミュートタイミングを追加したい通知ポリシーを選択し、[編集] ボタンを選択します。
2. 「ミュートタイミング」ドロップダウンから、ポリシーに追加したいミュートタイミングを選択しま

す。

「ポリシーを保存」ボタンを選択します。

時間間隔

時間間隔は、時間範囲の定義です。この間隔中にアラートが開始された場合、アラートは抑制されま
す。範囲は: (たとえば、monday:thursday) を使用してサポートされます。ミュートタイミングには
複数の時間間隔を設定できます。時間間隔は複数のフィールド (詳細は次のリストを参照) で構成されま
す。アラートが表示されないようにするには、すべてのフィールドが一致する必要があります。たとえ
ば、monday:friday曜日と 8:00-9:00 の時間範囲を指定した場合、アラートは月曜日から金曜日の8時か
ら9時までは抑制されますが、たとえば土曜日の8時から9時までは抑制されません。

• 時間範囲 — 通知を非表示にする時間帯。[開始時間] と [終了時間] の 2 つのサブフィールドで構成されま
す。時間の例は14:30. 時刻は24時間表記で、UTCで表示されます。

• 曜日 — 曜日。1 日 (など)、範囲 (などmonday)monday:friday、またはカンマで区切られた日リスト 
(など) を指定できますmonday, tuesday, wednesday。

• 月 — 選択する月。たとえば、月を数値で指定したり、1月の名前をフルネームで指定した
り、january両方に 1 月を指定したりできます。1 か月、月の範囲、またはカンマで区切られた月のリ
ストを指定できます。

• その月の日付 — 1 か月以内の日付。値の範囲は1-31 です。負の値は日付を逆の順序で指定するた
め、-1月の最終日を表します。月の曜日は、1 日、日付の範囲、またはカンマで区切られた日付のリス
トとして指定できます。

クラシックダッシュボードアラート

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
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Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。
Note

このセクションでは、Grafana の従来のダッシュボードアラートシステムについて説明しま
す。Prometheus Alertmanager アラートを表示するように設計された新しい Grafana アラートへ
の移行と使用方法については、を参照してくださいGrafana アラート (p. 566)。

クラシックダッシュボードのアラートは 2 つのパートで構成されます。

• アラートルール — アラートがトリガーされたとき。アラートルールは、Grafana が定期的に評価する 1 
つ以上の条件によって定義されます。

• 通知チャネル — アラートの配信方法。アラートルールの条件が満たされると、Grafana はそのアラート
に設定されたチャンネルに通知します。

現在、アラートをサポートしているのはグラフパネルの視覚化だけです。

アラートの設定
アラートは Amazon マネージド Grafana ワークスペースで設定できます。

• アラート通知チャンネルを追加または編集します。詳細については、「通知 (p. 598)」を参照してくだ
さい。

• アラートルールを作成します。詳細については、「アラートの作成 (p. 602)」を参照してください。
• 既存のアラートルールとその現在の状態を表示します。詳細については、「既存のアラートのルールを

表示する (p. 605)」を参照してください。
• アラートルールをテストしてトラブルシューティングを行います。詳細については、「アラートのトラ

ブルシューティング (p. 606)」を参照してください。

クラスタリング
現在、アラートは限られた形態の高可用性をサポートしています。複数のワークスペースを実行すると、
アラート通知が重複しなくなります。つまり、すべてのアラートはすべてのサーバーで実行されますが、
重複排除ロジックによりアラート通知が重複して送信されることはありません。

通知
問題の解決方法や Runbook へのリンクなどの情報を含む詳細なメッセージを含むアラートルールを作成で
きます。

実際の通知は設定され、複数のアラート間で共有されます。

アラートの実行
アラートルールは、Amazon Managed Grafana のスケジューラーとクエリ実行エンジンで評価されます。

アラート通知

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

アラートの状態が変わると、通知が送信されます。各アラートルールには複数の通知を設定できます。ア
ラートルールに通知を追加するには、notificationまずチャネルを追加して設定する必要があります。

これは通知チャンネルページから行います。
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通知チャネルの追加

1. サイドバーで、アラート（ベル）アイコンを一時停止し、「通知チャネル」を選択します。
2. [Add channel] (チャンネルの追加) を選択します。
3. 次のセクションで、フィールドに入力するか、オプションを選択します。

新しい通知チャネルフィールド

デフォルト (すべてのアラートで送信)

• 名前 — このチャンネルの名前を入力します。ユーザーがアラートルールに通知を追加したときに表示さ
れます。

• タイプ — チャンネルタイプを選択します。詳細については、「サポートされているノーティファイアの
リスト (p. 599)」を参照してください。

• デフォルト (すべてのアラートで送信) — このオプションを選択すると、すべてのアラートルールについ
てこのチャネルに通知が送信されます。

• 解決メッセージを無効にする — このオプションを選択すると、アラートの状態が false に戻ったときに
送信される解決メッセージ [OK] が無効になります。

• リマインダーを送信 — このオプションを選択すると、アラートに関する追加の通知 (リマインダー) 
が送信されます。リマインダーの送信頻度は、秒 (s)、分 (m)、または時間 (h) を使用して指定できま
す1h。たとえば30s3m、、、5m

Important

アラートリマインダーは、ルールが評価された後に送信されます。そのため、設定したアラート
ルールの評価間隔よりも頻繁にリマインダーを送信することはできません。

次の例は、トリガーされたアラートに対してリマインダーが送信される頻度とタイミングを示していま
す。

アラートのルール評価間隔 リマインダーを毎回送信 リマインダーが送信される間隔 
(最後のアラート通知後)

30s 15s 30秒以内

1m 5m [5 分程度

5m 15m 最長 15 分

6m 20m 最長 24 分

1h 15m 最長 1 時間

1h 2h 最長 ２時間

サポートされているノーティファイアのリスト

名前 型 画像をサポート アラートのルールタグ
をサポート

Amazon Simple 
Notification 
Service (p. 600)

sns いいえ はい
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名前 型 画像をサポート アラートのルールタグ
をサポート

OpsGenie opsgenie いいえ はい

PagerDuty (p. 601) pagerduty いいえ はい

Slack (p. 600) slack いいえ いいえ

VictorOps victorops いいえ いいえ

Amazon Simple Notification Service

サービス管理権限を有効にし、ワークスペースの通知チャネルとして Amazon SNS を含めた場合は、通
知チャネルを作成するときに SNS トピック ARN を指定するだけで済みます。「名前」フィールドに、
作成した SNS トピックの名前を入力します。サービス管理権限を使用してワークスペースを作成した場
合、通知をトピックに正常に公開するには、SNS トピック名の前にプレフィックスを付ける必要がありま
す。grafanaワークスペースの作成時にカスタマー管理権限を選択した場合、SNS トピック名の前に付け
る必要はありませんgrafana。

「トピック」フィールドに、SNS トピックの ARN をコピーして貼り付けます。メッセージ本文形式で
は、JSON またはテキストオプションを選択できます。

「オプションのAWS SNS 設定」フィールドで、「メッセージにすべてのタグを含める」チェックボック
スをオンにすると、メッセージ本文にすべての Grafana タグが表示されます。

職場で顧客管理権限を使用する場合、指定する IAM ロールには SNS トピックの SNS 公開権限を含める必
要があります。

Slack

Slack をセットアップするには、受信する Slack ウェブフック URL を設定する必要があります。詳細につ
いては、「受信 Webhook を使用したメッセージの送信」を参照してください。

アラート発報のスクリーンショットを Slack メッセージに含めるには、Grafana の外部画像送信先を設定
するか、Slack Apps 経由のボット統合を設定する必要があります。Slack ボットインテグレーションの設
定について詳しくは、「Slack のガイドに従ってボットインテグレーションを設定する」を参照してくだ
さい。提供された「xoxb」で始まるトークンを使用してください。

設定 説明

Url Slack の受信ウェブフック URL、または最終的には
Chat.postMessage Slack API エンドポイント。

ユーザーネーム ボットのメッセージのユーザー名を設定します。

受取人 これを使用して Slack 受信者をオーバーライドし
ます。チャンネルの Slack ID、ユーザー Slack ID、
ユーザー名参照 (@、<user>すべて小文字、空白な
し)、またはチャンネル参照 (#、<channel>すべて小
文字、空白なし) のいずれかを指定する必要がありま
す。chat.postMessageSlack API エンドポイント
を使用する場合、これは必須です。

アイコン絵文字 ボットのメッセージのアイコンとして使用する絵文字
を指定します。たとえば、:smile:

アイコンの URL ボットのメッセージのアイコンとして使用する画像の 
URL を指定します。
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設定 説明

ユーザーへの言及 オプションで、Grafana から送信される Slack 通知で 
1 人以上のユーザーをメンションできます。各ユー
ザーの Slack ID をカンマで区切って表示するには、
各ユーザーの Slack プロフィールにあるオーバーフ
ローボタンを選択します。

メンショングループ オプションで、Grafana から送信される Slack 通知で 
1 つ以上のグループについて言及できます。グループ
はカンマで区切られ、対応する Slack ID (各グループ
の Slack プロフィール URL から取得できます) で確
認できます。

メンションチャンネル オプションで、すべてのチャンネルメンバーに言及す
るか、アクティブなメンバーだけをメンションしてく
ださい。

トークン 指定した場合、Amazon マネージド Grafana は生
成されたイメージを、外部イメージの宛先ではなく 
Slack file.upload API オペレーションを介してアップ
ロードします。chat.postMessageSlack API エン
ドポイントを使用する場合、これは必須です。

Slackボット用のトークンを使用している場合は、通知を送信したいチャンネルにボットを招待する必要が
あります。次に、受信者フィールドにチャンネルを追加します。

PagerDuty

設定するには PagerDuty、インテグレーションキーを指定します。

設定 説明

インテグレーションキー の統合キー PagerDuty。

重要度 動的通知のレベル。デフォルトはcritical (1) で
す。

インシデント自動解決 アラートが「OK」 PagerDuty に戻ったら、インシデ
ントを解決します。

メッセージの末尾までスクロールし アラートメッセージを PD 概要フィールドから削除
し、代わりにカスタム詳細に入力します (2)。

Note

タグSeverity、、Class、Group、はdedup_key、PagerDuty共通イベント形式（PD-
CEF）Componentでは特別な意味を持ちます。アラートパネルでこれらのタグキーが定義さ
れている場合、それらは送信先のイベントのルートに置き換えられます PagerDuty。つまり、 
PagerDuty UI とフィルタリングツールで使用できるようになります。アラートに設定された重要
度タグは、それが有効なレベルであれば、通知チャネルに設定されているグローバルな重要度よ
りも優先されます。
Note

「メッセージイン詳細」を使用すると、custom_details PagerDuty イベント内の
フィールドの構造が変更されます。のフィールドに依存している場合、 PagerDuty 
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これによってルール内のカスタムイベントルールが破られる可能性がありま
すpayload.custom_details。custom_details.myMetriccustom_details.queries.myMetricを
使用する既存のルールをすべて移動します。

Note

dedup_keyタグを使用すると、dedup_keyカスタムキーで生成された Grafana が上書きされま
す。

アラート通知から Grafana に戻るリンクの設定

すべてのアラート通知には、Grafana ワークスペースでトリガーされたアラートへのリンクが含まれてい
ます。

アラートの作成

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

Amazon Managed Grafana アラートを使用すると、ダッシュボードパネルにルールを添付できます。ダッ
シュボードを保存すると、Amazon Managed Grafana はアラートルールを別のアラートルールストレージ
に抽出し、評価用にスケジュールします。

グラフパネルの「アラート」タブでは、アラートルールを評価する頻度と、アラートの状態を変更して通
知を開始するために満たす必要のある条件を設定できます。

現在、アラートルールをサポートしているのはグラフパネルのみです。

アラートのルールを追加または編集するには

1. アラートルールを追加または編集するパネルに移動し、タイトルを選択して、[編集] を選択します。
2. 「アラート」タブで、「アラートを作成」を選択します。このパネルのアラートが既に存在する場合

は、「アラート」タブのフィールドを編集できます。
3. フィールドに入力します。詳細については、「アラートのルールフィールド (p. 602)」を参照してく

ださい。
4. ルールを書き終えたら、右上隅の [保存] を選択してアラートルールとダッシュボードを保存します。
5. (省略可、ただし推奨) ルールが期待どおりの結果を返すことを確認するには、[ルールをテスト] を選

択します。

アラートルールを削除する

アラートを削除するには、アラートの末尾までスクロールし、[削除] を選択します。

アラートのルールフィールド

このセクションでは、アラートを作成するために入力するフィールドについて説明します。

ルール

• [名前] — 記述名を入力します。名前はアラートルールリストに表示されます。
• 毎回評価 — スケジューラーがアラートルールを評価する頻度を指定します。これは評価間隔と呼ばれま

す。
• 対象 — アラート通知がトリガーされるまでにクエリが設定されたしきい値に違反する時間を指定しま

す。
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Warning

ForIf no data or all values are null設定をにした状態では使用しないでくださいNo 
Data。No Dataのトリガーは即座にトリガーされ、For考慮されません。これにより、アラー
トがから移行した場合に OK 通知が送信されない可能性もありますNo Data -> Pending -> 
OK。

Forアラートルールにが設定されていて、クエリが設定されたしきい値に違反した場合、OKまずからから
になりますPending。以降OKPending、Amazon マネージド Grafana は通知を送信しません。Forアラー
トルールが指定した期間を超えて実行されると、Alertingアラートルールに変更されてアラート通知が
送信されます。

通常、アラート通知が開始されるまで数分待つよりも誤検出のほうが悪い場合が多いため、この設定を使
用することをお勧めします。Alert listまたはを見るとAlert list panels、保留状態のアラートが
表示されます。

条件

現在、既存の条件タイプは、クエリレター、時間範囲、Queryおよび集計関数を指定できる条件だけで
す。

クエリ条件の例

avg() OF query(A, 15m, now) IS BELOW 14

• avg()各シリーズの値を、しきい値と比較できる値に減らす方法を制御します。関数を選択して別の集
計関数に変更します。

• query(A, 15m, now)この文字は、「Metrics」タブから実行するクエリを定義します。次の 2 つのパ
ラメータは時間範囲を定義します。15m, nowつまり、15 分前から現在までの時間です。また、10 分前
から 2 分前の時間範囲を定義することもできます10m, now-2m。これは、最後の 2 分間のデータを無
視する場合に便利です。

• IS BELOW 14しきい値のタイプとしきい値を定義します。IS BELOWしきい値のタイプを変更すること
を選択できます。

アラートルールで使用されるクエリには、テンプレート変数を含めることはできません。現在のところ、
条件間のAND andOR 演算子のみがサポートされており、これらは連続して実行されます。たとえば、条
件:A (TRUE と評価:TRUE) または条件:B (FALSE と評価)、条件:C (評価:TRUE) の 3 つの条件があるた
め、結果は ((TRUE または FALSE) と TRUE) = TRUE として計算されます。

複数シリーズ

クエリが複数の系列を返す場合、集計関数としきい値チェックは系列ごとに評価されます。現
在、Amazon マネージド Grafana はシリーズごとのアラートルールの状態を追跡していません。これによ
る影響は、次のシナリオで詳しく説明されています。

• server1 と server2 の 2 つの系列を返すクエリを含むアラート条件。
• server1シリーズはアラートルールを起動し、状態に切り替えますAlerting。
• 通知は次のメッセージとともに送信されます:負荷がピークに達しています (server1)
• 同じアラートルールを後で評価すると、server2シリーズによってアラートルールも起動します。
• アラートルールはすでに有効になっているため、新しい通知は送信されませんAlerting。

前のシナリオからわかるように、ルールがすでに有効になっている場合Alerting、他のシリーズによっ
てアラートが発生しても Grafana は通知を送信しません。
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Note

トリガーされたアラートに対して送信されるリマインダーを設定できます。これにより、アラー
トが引き続き発生したときに追加の通知が送信されます。他のシリーズ (前の例の server2 など) 
でもアラートルールが起動する場合、それらはリマインダー通知に含まれます。使用している
通知チャネルによっては、この機能を利用して、アラートを発生させている新規または既存のシ
リーズを特定できる場合があります。

パスとエラー処理なし

次の表には、データが返されない、または NULL 値のみを返すクエリをルール評価エンジンがどのように
処理するかを制御する条件が記載されています。

[パスオプ
ションなし]

説明

データなし アラートルールの状態をに設定しますNoData。

アラート アラートルールの状態をに設定しますAlerting。

[最終状態を
保存]

現在のアラートルールの状態は、それが何であれ、そのままにしておきます。

わかりまし
た

サポートされていますが、通常は役に立ちません。

実行エラーまたはタイムアウト

以下のオプションは、実行エラーまたはタイムアウトエラーの処理方法を Amazon マネージド Grafana に
指示します。

エラーまたはタイムアウトオプション 説明

アラート アラートルールの状態をに設定しますAlerting。

[最終状態を保存] 現在のアラートルールの状態は、それが何であ
れ、そのままにしておきます。

信頼性の低い時系列ストアがあり、クエリがタイムアウトしたり、ランダムに失敗したりすることがある
場合は、このオプションを設定して基本的にそれらを無視するように設定できます。Keep Last State

通知

アラートタブでは、アラートルール通知とアラートルールに関する詳細なメッセージを指定することもで
きます。メッセージには、問題の解決方法に関する情報、Runbook へのリンクなど、何でも含めることが
できます。

実際の通知は設定され、複数のアラート間で共有されます。通知の末尾までスクロールし、設定する方法
については、「」を参照してくださいアラート通知 (p. 598)。

• 送信先 — アラート通知チャンネルを設定している場合は、そのチャンネルを選択します。
• メッセージ — 通知チャネルに送信するテキストメッセージを入力します。一部のアラート通知機能は、

テキストを HTML またはその他のリッチフォーマットに変換することをサポートしています。
• タグ — 通知に含めるタグ (キー値) のリストを指定します。一部のノーティファイアでのみサポートさ

れています。
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アラート状態履歴と注釈

アラート状態の変化は、Amazon マネージド Grafana データベースの内部注釈テーブルに記録されます。
状態の変化は、アラートルールのグラフパネルに注釈として視覚化されます。[アラート]State history
タブのサブメニューに移動して、状態履歴を表示および消去することもできます。

アラートの末尾までスクロールし

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

アラートルールの評価を一時停止すると便利な場合があります。たとえば、メンテナンスの時間帯にア
ラートルールを一時停止することで、大量のアラートが発生するのを防ぐことができます。

1. Grafana サイドバーで、アラート（ベル）アイコンを一時停止し、「アラートルール」を選択しま
す。設定されているすべてのアラートルールが、現在の状態とともに一覧表示されます。

2. リストでアラートを探し、右側の [一時停止] アイコンを選択します。[一時停止] アイコンが [再生] ア
イコンに変わります。

3. [再生] アイコンを選択して、アラートの評価を再開します。

既存のアラートのルールを表示する

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

Amazon Managed Grafana では、個々のアラートルールが定義されているパネルに保存されますが、既存
のすべてのアラートルールとその現在の状態のリストを表示することもできます。

Grafana サイドバーで、アラート（ベル）アイコンを一時停止し、「アラートルール」を選択します。設
定されているすべてのアラートルールが、現在の状態とともに一覧表示されます。

アラートの末尾までスクロールし、次のことを実行できます。

• アラートを名前で絞り込む —「アラートを検索」フィールドにアラート名を入力します。
• アラートを状態別に絞り込む —「状態」で、表示するアラート状態を選択します。その他はすべて非表

示になります。
• アラートの一時停止または再開 — アラートの横にある [一時停止] または [再生] アイコンを選択して、

評価を一時停止または再開します。
• アラートルール設定へのアクセス — アラート名またはアラートルールの編集 (歯車) アイコンを選択し

ます。Amazon Managed Grafana は、アラートルールが定義されているパネルの [アラート] タブを開き
ます。これは、アラートが送信されているが、どのパネルで定義されているかわからない場合に役立ち
ます。

通知テンプレート

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。
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アラート通知テンプレート機能を使用すると、アラートクエリからラベル値を取得し、それをアラート通
知に挿入できます。

アラートクエリの評価から得られるラベルは、アラートルール名とアラート通知メッセージフィールドで
使用できます。アラートがアラート状態になると、アラートラベルデータが通知フィールドに挿入されま
す。同じラベルに複数の固有値がある場合、値はカンマで区切られます。

アラート通知にアラートラベルデータを追加するには

1. アラートルールを追加または編集するパネルに移動します。
2. パネルタイトルを選択し、[編集] を選択します。
3. 「アラート」タブで、「アラートを作成」を選択します。このパネルのアラートが既に存在する場合

は、直接編集できます。
4. ${Label}次の構文を使用して、アラートルール名またはアラート通知メッセージフィールドのア

ラートクエリラベルを参照してください。アラートクエリラベルの詳細については、Grafana ドキュ
メントの「メッセージテンプレート」を参照してください。

5. 右上にある [保存] を選択します。

アラートのトラブルシューティング

このドキュメンテーショントピックは、Grafana バージョン 8.x をサポートする Grafana ワーク
スペース向けに設計されています。
Grafana バージョン 9.x をサポートする Grafana ワークスペースについては、を参照してくださ
いGrafana バージョン 9 での作業 (p. 245)。

アラートが期待どおりに動作しない場合は、以下の手順を参考にトラブルシューティングを行い、何が問
題になっているのかを突き止めることができます。

最初に実行できるトラブルシューティングは、Test Rule を選択することです。結果を展開して、クエリか
ら返された未加工のデータが見えるようにすることができます。

設定の変更
では、いくつかのタスクを実行できます。Preferences (設定)タブ。プロフィールの編集、Amazon マネー
ジド Grafana の設定の変更、プロフィールおよび Amazon マネージド Grafana の使用状況に関する情報を
表示することができます。

Amazon Managed Grafana プロフィールの編集
プロフィールには、名前、ユーザー名、および E メールアドレスが含まれます。

プロフィールの編集を行うには

1. 画面の左下隅にあるユーザアイコンを一時停止し、Preferences (設定)。
2. 左プロフィールの編集[] セクションで、以下のいずれかを編集できます。

• 名前— このフィールドを編集して、プロファイルに関連付けられた表示名を変更します。
• E メール— このフィールドを編集して、プロファイルに関連付けられている E メールアドレスを変

更します。
• Username— このフィールドを編集して、ユーザー名を変更します。

3. [Save.] を選択します。
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設定の編集
環境設定には、暗いテーマと明るいテーマを使用するかどうか、ホームダッシュボード、およびタイム
ゾーンが含まれます。

Note

パーソナルインスタンスの設定は、インスタンスまたはチームレベルで管理者が行った設定を上
書きします。

設定を変更するには

1. 画面の左下隅にあるユーザアイコンを一時停止し、Preferences (設定)。
2. プリファレンス (Preferences) セクションでは、以下のいずれかを編集できます。

• UI テーマ— テーマを設定するには、ダークまたは[Light (ライト)]。デフォルト値ダークテーマまた
はGrafana 管理者が選択したテーマのいずれかです。

• ホームダッシュボード
• Timezone— でオプションを選択することを選択します。Timezoneリスト。デフォルト値ブラウザ

のローカルタイムゾーンか、Grafana 管理者が選択したタイムゾーンのいずれかです。詳細につい
ては、「時間範囲コントロール (p. 527)」を参照してください。

3. [Save.] を選択します。

Amazon Managed Grafana セッションを表示する
Amazon マネージド Grafana は各 Grafana ワークスペースでセッションを記録します。誰かがあなたの 
Amazon マネージド Grafana の認証情報を悪用したと思われる場合は、このセクションをご覧ください。

セッション情報を表示するには

1. 画面の左下隅にあるユーザアイコンを一時停止し、プリファレンス。
2. [] まで下にスクロールします。セッションセクションに追加します。Grafana は次の項目を表示しま

す。

• 最後に見たのは— ログオンした時間はどのくらい前ですか。
• ログオンした— 現在の Grafana インスタンスにログオンした日付。
• IP address— ログオンした IP アドレス。
• ブラウザー & OS— Grafana へのログオンに使用する Web ブラウザとオペレーティングシステム。
• インスタンスのGrafana 管理者である場合は、セッション行で赤いサインアウトアイコンを選択し

て、セッションを取り消すことができます。
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Grafana HTTP API の使用
Grafana HTTP API は Amazon マネージド Grafana ワークスペースで使用できます。以下のセクションで
は、サポートされている Grafana API の一覧を示します。

Amazon マネージド Grafana ワークスペースで Grafana API を使用するには、有効な Grafana API キー
(API トークンとも呼ばれます) が必要です。API キーを作成するには、次の手順に従います。API キーは、
作成時に指定した期間限定で、最長 30 日間有効です。

API キーを作成するときは、そのキーのロールを指定します。ロールによって、キーのユーザーが持つ管
理権限のレベルが決まります。

次の表は、管理者、編集者、閲覧者の各ロールに付与される権限を示しています。最初の表は、一般的な
組織権限を示しています。この表で「フル」とは、権限の表示、編集、追加、および権限の削除ができる
ことを意味します。Explore列には、そのロールがExploreビューを使用できるかどうかが表示されます。
「その他の権限」列には、そのロールにユーザー、チーム、プラグイン、および組織設定を管理する権限
があるかどうかが表示されます。

ロール ダッシュ
ボード

プレイリス
ト

フォルダ 探索 データソー
ス

その他の権
限

[Viewer] (表
示者)

表示 表示 いいえ いいえ いいえ いいえ

[Editor] (エ
ディタ)

フル フル フル はい いいえ いいえ

Admin フル フル フル はい フル フル

次の表は、設定できる、ダッシュボードレベルとフォルダーレベルのアクセス権限を示しています。これ
らは、管理者、編集者、閲覧者の役割とは異なります。

ロール ダッシュボード フォルダ 許可の変更

表示 表示 表示 いいえ

[Edit] (編集) 作成、編集 表示 いいえ

Admin 作成、編集、削除 作成、編集、削除 はい

Note

権限レベルが低く範囲が限定された権限は、より多くの権限を含むより一般的なルールが存在す
る場合は効果がありません。たとえば、あるユーザーに組織の編集者ロールを付与し、そのユー
ザーにダッシュボードの表示権限のみを割り当てた場合、そのユーザーには編集者の役割がある
ため、より制限の厳しい閲覧権限は無効になります。

トピック
• ワークスペース (コンソール) の Grafana API で使用する Grafana API キーの作成 (p. 609)
• を使用して Amazon マネージド Grafana ワークスペース API キーを作成するAWS CLI (p. 610)
• アラート API (p. 610)
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• アラート通知チャネル API (p. 613)
• アノテーション API (p. 619)
• 認証 API (p. 623)
• ダッシュボード API (p. 625)
• ダッシュボードアクセス許可API (p. 632)
• ダッシュボードバージョン API (p. 634)
• データソース API (p. 639)
• データソース権限 API (p. 649)
• 外部グループ同期 API (p. 653)
• フォルダー API (p. 655)
• フォルダー/ダッシュボード検索 API (p. 660)
• フォルダー権限 API (p. 662)
• 組織 API (p. 664)
• プレイリスト API (p. 668)
• 設定 API (p. 672)
• スナップショット API (p. 674)
• チーム API (p. 678)
• ユーザ API (p. 684)

ワークスペース (コンソール) の Grafana API で使
用する Grafana API キーの作成

ワークスペースコンソールで Grafana API で使用する Grafana API キーを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/grafana/ で Amazon マネージド Grafana コンソールを開きます。
2. ページの左上隅にあるメニューアイコンを選択し、「すべてのワークスペース」を選択します。
3. Amazon マネージド Grafana ワークスペースの名前を選択します。
4. ワークスペースの詳細ページで、Grafana ワークスペース URL の下に表示される URL を選択しま

す。
5. Grafana コンソールのサイドメニューで、設定 (歯車) アイコンを一時停止し、API Keys を選択しま

す。
6. 「新規 API キー」を選択します。
7. キーの一意の名前を入力します。
8. 「ロール」で、キーに付与するアクセスレベルを選択します。[管理者] を選択すると、このキーを持

つユーザーが最も広範で最も強力な管理者レベルで API を使用できるようになります。[エディタ] ま
たは [ビューア] を選択して、キーのユーザーをその権限レベルに制限します。詳細については、前の
表を参照してください。

9. 「」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」 最大は 30 日 (1 か月) で
す。数字と文字を入力します。有効な文字は s 秒、m は分、h は時間、d は日、w は週、M は月で
す。たとえば、12 時間は 12 時間、1 分は 1 か月 (30 日) です。

キーの有効期間を数時間以下など、より短い時間に設定することを強くお勧めします。これにより、
長期間有効な API キーを使用するよりもリスクがはるかに少なくなります。

10. [Add] (追加) を選択します。
11. (オプション) Terraform を使用して API キーの作成 API を使用して API キーの作成を自動化できま

す (p. 623)。Terraform を使用して API キー作成を自動化する方法の詳細については、「Terraform 
を使用した Grafana API キーの作成」を参照してください。
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を使用して Amazon マネージド Grafana ワークス
ペース API キーを作成するAWS CLI

を使用して Amazon マネージド Grafana ワークスペース API キーを作成するにはAWS CLI

次の例では、key_name#key_role #seconds_to_live、workspace_id を自分の情報に置き換えて
ください。キー名、キーロール、の形式については seconds-to-live、APIhttps://docs.aws.amazon.com/ 
grafana/latest/APIReference/API_CreateWorkspaceApiKey.html ガイドのを参照してください。

aws grafana create-workspace-api-key --key-name "key_name" --key-role "key_role" --seconds-
to-live seconds_to_live --workspace-id "workspace_id"

CLI レスポンスの例を次に示します。

create-workspace-api-key 出力例

以下のコマンドを実行すると、ワークスペースの workspace_id を確認できます。

aws grafana list-workspaces

アラート API
Note

このセクションは、従来のアラートにのみ適用されます。詳細については、「Grafana アラー
ト (p. 566)」を参照してください。

Preferences API を使用して、従来のダッシュボードアラートとその状態に関する情報を取得します。ただ
し、この API を使用してアラートを変更することはできません。新しいアラートを作成したり変更したり
するには、アラートを含むダッシュボード JSON を更新する必要があります。

Note

Amazon マネージド Grafana ワークスペースで Grafana API を使用するには、有効な Grafana 
API キーが必要です。このキーを APIAuthorization リクエストのフィールドに含めま
す。Grafana API キーを作成する方法については、をご参照くださいGrafana HTTP API の使
用 (p. 608)。

アラートを受け取る
GET /api/alerts

リクエストの例

GET /api/alerts HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

クエリ文字列パラメーター:
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これらのパラメータはクエリ文字列パラメータとして使用されます。例: /api/alerts?dashboardId=1

• DashboardID — アラートへの応答を、指定されたダッシュボード値に制限します。複数のダッシュボー
ドを指定できます。例えば、dashboardId=23&dashboardId=35 です。

• PanelID — ダッシュボード上の指定されたパネルのアラートへの応答を制限します。
• query — この値のような名前のアラートに応答を制限します。
• state —、、、、またはのアラート状態が 1 つ以上あるアラートを返しま

すpending。ALLalertingokno_datapaused複数の状態を指定するには、次の形式を使用します。?
state=paused&state=alerting

• limit — 応答をX個のアラートに制限します。
• FolderId — 指定されたフォルダー内のダッシュボードのアラートへの応答を制限します。複数のフォル

ダを指定できます。例えば、folderId=23&folderId=35 です。
• DashboardQuery — この値のようなダッシュボード名のアラートに応答を制限します。
• DashboardTag — 指定されたタグを持つダッシュボードの応答アラートを制限します。複数

のタグで「AND」フィルタリングを行うには、tags パラメーターを複数回指定します。例え
ば、dashboardTag=tag1&dashboardTag=tag2。これらはタグではなくAWS Grafana タグであるこ
とに注意してください。

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

[ 
  { 
    "id": 1, 
    "dashboardId": 1, 
    "dashboardUId": "ABcdEFghij" 
    "dashboardSlug": "sensors", 
    "panelId": 1, 
    "name": "fire place sensor", 
    "state": "alerting", 
    "newStateDate": "2018-05-14T05:55:20+02:00", 
    "evalDate": "0001-01-01T00:00:00Z", 
    "evalData": null, 
    "executionError": "", 
    "url": "http://grafana.com/dashboard/db/sensors" 
  }
]

ID でアラートを取得
GET /api/alerts/:id

リクエストの例

GET /api/alerts/1 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
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{ 
  "id": 1, 
  "dashboardId": 1, 
  "dashboardUId": "ABcdEFghij" 
  "dashboardSlug": "sensors", 
  "panelId": 1, 
  "name": "fire place sensor", 
  "state": "alerting", 
  "message": "Someone is trying to break in through the fire place", 
  "newStateDate": "2018-05-14T05:55:20+02:00", 
  "evalDate": "0001-01-01T00:00:00Z", 
  "evalData": "evalMatches": [ 
    { 
      "metric": "movement", 
      "tags": { 
        "name": "fireplace_chimney" 
      }, 
      "value": 98.765 
    } 
  ], 
  "executionError": "", 
  "url": "http://grafana.com/dashboard/db/sensors"
}

Important

evalMatchesデータは、アラートの状態が変化したときにのみデータベースにキャッシュ
されます。あるサーバーからのデータが最初にアラートをトリガーし、そのサーバーがア
ラート状態から抜け出す前に、2 番目のサーバーもアラートをトリガーする状態になった場
合、2evalMatches 番目のサーバーはデータに表示されません。

ID によるアラートの一時停止
POST /api/alerts/:id/pause

リクエストの例

POST /api/alerts/1/pause HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{ 
  "paused": true
}

:idクエリパラメータは、一時停止または一時停止解除するアラートのIDです。 pausedtrueアラートを
一時停止することもfalse、アラートを一時停止解除することもできます。

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{ 
  "alertId": 1, 
  "state":   "Paused", 
  "message": "alert paused"
}
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アラート通知チャネル API
アラート通知チャネル API を使用して、通知チャネルを作成、更新、削除、および取得します。

通知チャネルの識別子 (id) は自動インクリメントされる数値で、ワークスペースごとにのみ一意です。通
知チャネルの固有識別子 (uid) を使用して、複数のワークスペース間のフォルダーを一意に識別できます。
通知チャネルを作成するときに指定しない場合、自動的に生成されます。uid を使用すると、通知チャネ
ルにアクセスしたり、複数の Amazon Managed Grafana ワークスペース間で通知チャネルを同期したりす
る際に、一貫した URL を使用できます。

Note

Amazon マネージド Grafana ワークスペースで Grafana API を使用するには、有効な Grafana 
API キーが必要です。このキーを APIAuthorization リクエストのフィールドに含めま
す。Grafana API キーを作成する方法については、をご参照くださいGrafana HTTP API の使
用 (p. 608)。

通知チャネルをすべて取得する
認証されたユーザーが閲覧権限を持っているすべての通知チャネルを返します。

GET /api/alert-notifications

リクエストの例

GET /api/alert-notifications HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

[ 
  { 
    "id": 1, 
    "uid": "team-a-email-notifier", 
    "name": "Team A", 
    "type": "email", 
    "isDefault": false, 
    "sendReminder": false, 
    "disableResolveMessage": false, 
    "settings": { 
      "addresses": "dev@grafana.com" 
    }, 
    "created": "2018-04-23T14:44:09+02:00", 
    "updated": "2018-08-20T15:47:49+02:00" 
  }
]

すべての通知チャンネルを取得 (検索)
すべての通知チャネルを返しますが、詳細情報はあまり含まれません。認証されたユーザーなら誰でもア
クセスでき、主にアラートルールを設定するときに Grafana ワークスペースコンソール UI にアラート通
知チャネルを提供するために使用されます。
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GET /api/alert-notifications/lookup

リクエストの例

GET /api/alert-notifications/lookup HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

[ 
  { 
    "id": 1, 
    "uid": "000000001", 
    "name": "Test", 
    "type": "email", 
    "isDefault": false 
  }, 
  { 
    "id": 2, 
    "uid": "000000002", 
    "name": "Slack", 
    "type": "slack", 
    "isDefault": false 
  }
]

すべての通知チャネルを UID で取得
GET /api/alert-notifications/uid/:uid

リクエストの例

GET /api/alert-notifications/uid/team-a-email-notifier HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{ 
  "id": 1, 
  "uid": "team-a-email-notifier", 
  "name": "Team A", 
  "type": "email", 
  "isDefault": false, 
  "sendReminder": false, 
  "disableResolveMessage": false, 
  "settings": { 
    "addresses": "dev@grafana.com" 
  }, 
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  "created": "2018-04-23T14:44:09+02:00", 
  "updated": "2018-08-20T15:47:49+02:00"
}

すべての通知チャンネルを ID で取得
GET /api/alert-notifications/:id

リクエストの例

GET /api/alert-notifications/1 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{ 
  "id": 1, 
  "uid": "team-a-email-notifier", 
  "name": "Team A", 
  "type": "email", 
  "isDefault": false, 
  "sendReminder": false, 
  "disableResolveMessage": false, 
  "settings": { 
    "addresses": "dev@grafana.com" 
  }, 
  "created": "2018-04-23T14:44:09+02:00", 
  "updated": "2018-08-20T15:47:49+02:00"
}

通知チャネルを作成する
Amazon Managed Grafana でサポートされている通知チャネルを確認するには、でサポートされている通
知機能のリストを参照してください連絡先の使用 (p. 585)。

POST /api/alert-notifications

リクエストの例

POST /api/alert-notifications HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{ 
  "uid": "new-alert-notification", // optional 
  "name": "new alert notification",  //Required 
  "type":  "email", //Required 
  "isDefault": false, 
  "sendReminder": false, 
  "settings": { 
    "addresses": "dev@grafana.com" 
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  }
}

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{ 
  "id": 1, 
  "uid": "new-alert-notification", 
  "name": "new alert notification", 
  "type": "email", 
  "isDefault": false, 
  "sendReminder": false, 
  "settings": { 
    "addresses": "dev@grafana.com" 
  }, 
  "created": "2018-04-23T14:44:09+02:00", 
  "updated": "2018-08-20T15:47:49+02:00"
}

UID による通知チャンネルの更新
PUT /api/alert-notifications/uid/:uid

リクエストの例

PUT /api/alert-notifications/uid/cIBgcSjkk HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{ 
  "uid": "new-alert-notification", // optional 
  "name": "new alert notification",  //Required 
  "type":  "email", //Required 
  "isDefault": false, 
  "sendReminder": true, 
  "frequency": "15m", 
  "settings": { 
    "addresses": "dev@grafana.com" 
  }
}

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{ 
  "id": 1, 
  "uid": "new-alert-notification", 
  "name": "new alert notification", 
  "type": "email", 
  "isDefault": false, 
  "sendReminder": true, 
  "frequency": "15m", 
  "settings": { 
    "addresses": "dev@grafana.com" 
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  }, 
  "created": "2017-01-01 12:34", 
  "updated": "2017-01-01 12:34"
}

通知チャンネルを ID で更新
PUT /api/alert-notifications/:id

リクエストの例

PUT /api/alert-notifications/1 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{ 
  "id": 1, 
  "uid": "new-alert-notification", // optional 
  "name": "new alert notification",  //Required 
  "type":  "email", //Required 
  "isDefault": false, 
  "sendReminder": true, 
  "frequency": "15m", 
  "settings": { 
    "addresses": "dev@grafana.com" 
  }
}

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{ 
  "id": 1, 
  "uid": "new-alert-notification", 
  "name": "new alert notification", 
  "type": "email", 
  "isDefault": false, 
  "sendReminder": true, 
  "frequency": "15m", 
  "settings": { 
    "addresses": "dev@grafana.com" 
  }, 
  "created": "2017-01-01 12:34", 
  "updated": "2017-01-01 12:34"
}

UID による通知チャネルの削除
DELETE /api/alert-notifications/uid/:uid

リクエストの例

DELETE /api/alert-notifications/uid/team-a-email-notifier HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
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Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{ 
  "message": "Notification deleted"
}

通知チャンネルを ID で削除
DELETE /api/alert-notifications/:id

リクエストの例

DELETE /api/alert-notifications/1 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{ 
  "message": "Notification deleted"
}

テスト通知チャネル
指定された通知チャネルタイプと設定のテスト通知メッセージを送信します。

POST /api/alert-notifications/test

リクエストの例

POST /api/alert-notifications/test HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{ 
  "type":  "email", 
  "settings": { 
    "addresses": "dev@grafana.com" 
  }
}

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
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{ 
  "message": "Test notification sent"
}

アノテーション API
アノテーション API を使用して、Amazon マネージド Grafana ワークスペースでアノテーションを作成、
更新、削除、操作します。

アノテーションはワークスペースの Grafana データベース (sqlite、mysql、または postgres) に保存されま
す。注釈は、注釈データソースを設定することでどのダッシュボードにも表示できるグローバル注釈にす
ることができます。注釈はタグでフィルタリングされます。または、ダッシュボードのパネルに関連付け
て、そのパネルにのみ表示することもできます。

Note

Amazon マネージド Grafana ワークスペースで Grafana API を使用するには、有効な Grafana 
API キーが必要です。このキーを APIAuthorization リクエストのフィールドに含めま
す。Grafana API キーを作成する方法については、をご参照くださいGrafana HTTP API の使
用 (p. 608)。

注釈の検索
GET /api/annotations?from=1506676478816&to=1507281278816&tags=tag1&tags=tag2&limit=100

リクエストの例

GET /api/annotations?from=1506676478816&to=1507281278816&tags=tag1&tags=tag2&limit=100 
 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

クエリパラメータ

• from — (オプション) ミリ秒単位のエポック日時。
• to — (オプション) ミリ秒単位のエポック日時。
• limit — (オプション) 返される結果の最大数。デフォルトは 100 です。
• alertid — (オプション) 指定されたアラートの注釈を検索します。
• DashboardID — (オプション) 指定されたダッシュボードを対象とする注釈を検索します。
• PanelId — (オプション) 指定されたパネルを対象とする注釈を検索します。
• userId — (オプション) 指定したユーザーが作成した注釈を検索します。
• type — (オプション) アラートを返すか、ユーザーが作成した注釈を返すかを指定しま

す。alertannotation値の値はとです。
• tags — (オプション) これを使用してグローバル注釈をフィルタリングします。グローバル注

釈は、特にダッシュボードやパネルに接続されていない注釈データソースからの注釈です。複
数のタグで「AND」フィルタリングを行うには、tags パラメーターを複数回指定します。例え
ば、tags=tag1&tags=tag2。これらは Grafana タグであり、AWSタグではありません。

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
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Content-Type: application/json
[ 
    { 
        "id": 1124, 
        "alertId": 0, 
        "dashboardId": 468, 
        "panelId": 2, 
        "userId": 1, 
        "userName": "", 
        "newState": "", 
        "prevState": "", 
        "time": 1507266395000, 
        "timeEnd": 1507266395000, 
        "text": "test", 
        "metric": "", 
        "tags": [ 
            "tag1", 
            "tag2" 
        ], 
        "data": {} 
    }, 
    { 
        "id": 1123, 
        "alertId": 0, 
        "dashboardId": 468, 
        "panelId": 2, 
        "userId": 1, 
        "userName": "", 
        "newState": "", 
        "prevState": "", 
        "time": 1507265111000, 
        "text": "test", 
        "metric": "", 
        "tags": [ 
            "tag1", 
            "tag2" 
        ], 
        "data": {} 
    }
]

注釈を作成する
POST /api/annotations

ワークスペースの Grafana データベースに注釈を作成します。dashboardId および panelId フィー
ルドはオプションです。指定されていない場合、グローバルアノテーションが作成され、Grafana アノ
テーションデータソースを追加するどのダッシュボードでもクエリできます。領域注釈を作成するとき
は、timeEnd必ずプロパティを含めてください。

との形式はtime、timeEndミリ秒単位のエポック番号でなければなりません。

リクエストの例

POST /api/annotations HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{ 
  "dashboardId":468, 
  "panelId":1, 
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  "time":1507037197339, 
  "timeEnd":1507180805056, 
  "tags":["tag1","tag2"], 
  "text":"Annotation Description"
}

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{ 
    "message":"Annotation added", 
    "id": 1,
}

グラファイト形式で注釈を作成
POST /api/annotations/graphite

Graphite 互換のイベントフォーマットを使用して注釈を作成します。when および data フィールドはオ
プションです。指定しない場合、現在の時刻が注釈のタイムスタンプとして使用されます。whentagsこ
のフィールドは、Graphite 0.10.0 より前の形式 (複数のタグを含む文字列をスペースで区切ったもの) でも
かまいません。

リクエストの例

POST /api/annotations/graphite HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{ 
  "what": "Event - deploy", 
  "tags": ["deploy", "production"], 
  "when": 1467844481, 
  "data": "deploy of master branch happened at Wed Jul 6 22:34:41 UTC 2016"
}

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{ 
    "message":"Graphite annotation added", 
    "id": 1
}

注釈の更新
PUT /api/annotations/:id

指定された ID と一致する注釈のすべてのプロパティを更新します。特定のプロパティのみを更新するに
は、Patch Annotation 操作を使用します。
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リクエストの例

PUT /api/annotations/1141 HTTP/1.1
Accept: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
Content-Type: application/json

{ 
  "time":1507037197339, 
  "timeEnd":1507180805056, 
  "text":"Annotation Description", 
  "tags":["tag3","tag4","tag5"]
}

レスポンス例:

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{ 
    "message":"Annotation updated"
}

パッチの注釈
PATCH /api/annotations/:id

指定した ID と一致する注釈の 1 つ以上のプロパティを更新します。この操作は現
在text、、tagstime、timeEndおよびプロパティの更新をサポートしています。

リクエストの例:

PATCH /api/annotations/1145 HTTP/1.1
Accept: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
Content-Type: application/json 
        
{ 
   "text":"New Annotation Description", 
   "tags":["tag6","tag7","tag8"]
}

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{ 
    "message":"Annotation patched"
}

ID による注釈の削除
DELETE /api/annotations/:id

指定した ID と一致する注釈を削除します。
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リクエストの例

DELETE /api/annotations/1 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{ 
    "message":"Annotation deleted"
}

認証 API
認証 API を使用して Amazon マネージド Grafana ワークスペースで認証キーを操作します。

Note

Amazon マネージド Grafana ワークスペースで Grafana API を使用するには、有効な Grafana 
API キーが必要です。このキーを APIAuthorization リクエストのフィールドに含めま
す。Grafana API キーを作成する方法については、をご参照くださいGrafana HTTP API の使
用 (p. 608)。

API キーの取得
GET /api/auth/keys

リクエストの例

GET /api/auth/keys HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

クエリパラメータ:

• includeExpired — (オプション) 返される結果に期限切れのキーを含めるかどうかを指定するブールパラ
メーター。デフォルトは false です。

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

[ 
  {"id": 3,"name": "API","role": "Admin"}, 
  {"id": 1,"name": "TestAdmin","role": "Admin","expiration": "2019-06-26T10:52:03+03:00"}
]
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API キーを作成する
POST /api/auth/keys

リクエストの例

POST /api/auth/keys HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{ 
  "name": "mykey", 
  "role": "Admin", 
  "secondsToLive": 86400
}

JSON 本文スキーマ

• 名前 — キーの名前。
• ロール — キーのアクセスレベル (Grafana ロール) を設定します。有効な値は Admin、Editor、または
Viewer です。

• secondsToLive— キーの有効期限が切れるまでの時間を設定します。2592000 (30 日) 以下でなければな
りません。

レスポンスの例

{"name":"mykey","key":"eyJrIjoiWHZiSWd3NzdCYUZnNUtibE9obUpESmE3bzJYNDRIc0UiLCJuIjoibXlrZXkiLCJpZCI6MX1=","id":1}

エラーステータス

• 400 —secondsToLive 2592000 を超えています
• 500 — キーをデータベースに保存できませんでした。

API キーの削除
DELETE /api/auth/keys/:id

リクエストの例

DELETE /api/auth/keys/3 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{"message":"API key deleted"}
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ダッシュボード API
ダッシュボード API を使用して、Amazon マネージド Grafana ワークスペースのダッシュボードの作成、
更新、削除、操作を行います。

ダッシュボードの識別子 (ID) は自動インクリメントされる数値で、ワークスペースごとにのみ一意です。
ダッシュボードの固有識別子 (UID) を使用すると、複数の Amazon Managed Grafana ワークスペース間で
ダッシュボードを一意に識別できます。ダッシュボードの作成時に指定しない場合、自動的に生成されま
す。uid を使用すると、ダッシュボードにアクセスしたり、複数のワークスペース間でダッシュボードを
同期したりする際に、一貫した URL を使用できます。uid を使用すると、ダッシュボードのタイトルを変
更しても、そのダッシュボードへのブックマークされたリンクは壊れません。

UID に使用できるのは 40 文字までです。
Note

Amazon マネージド Grafana ワークスペースで Grafana API を使用するには、有効な Grafana 
API キーが必要です。このキーを APIAuthorization リクエストのフィールドに含めま
す。Grafana API キーを作成する方法については、をご参照くださいGrafana HTTP API の使
用 (p. 608)。

ダッシュボードの作成/更新
POST /api/dashboards/db

新しいダッシュボードを作成するか、既存のダッシュボードを更新します。

新しいダッシュボードを作成するリクエストの例

POST /api/dashboards/db HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{ 
  "dashboard": { 
    "id": null, 
    "uid": null, 
    "title": "Production Overview", 
    "tags": [ "templated" ], 
    "timezone": "browser", 
    "schemaVersion": 16, 
    "version": 0, 
    "refresh": "25s" 
  }, 
  "folderId": 0, 
  "folderUid": "l3KqBxCMz", 
  "message": "Made changes to xyz", 
  "overwrite": false
}

JSON 本文スキーマ

• ダッシュボード — 完全なダッシュボードモデル。NULL を使用して新しいダッシュボードを作成しま
す。

• dashboard.id — ヌルを使用して新しいダッシュボードを作成します。
• dashboard.uid — これを使用して新しいダッシュボードを作成する場合のオプションの一意の識別

子。null の場合、新しい UID が生成されます。
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• folderid — ダッシュボードを保存するフォルダーのID。
• FolderUID — ダッシュボードを保存するフォルダーの UID。の値を上書きしますfolderid
• 上書き —true 既存のダッシュボードを新しいバージョン、フォルダー内の同じダッシュボードタイト

ル、または同じダッシュボード UID で上書きすることを指定します。
• message — バージョン履歴のコミットメッセージを設定します。
• refresh — ダッシュボードの更新間隔を設定します。これが最小更新間隔よりも低い場合は無視され、

最小更新間隔が使用されます。

ダッシュボードパネルのアラートルールを追加または更新するには、dashboard.panels.alertブロッ
クを宣言します。

ダッシュボードアラートルールを更新するリクエストの例

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 78

{ 
 "dashboard":  { 
        "id": 104, 
        "panels": [ 
            { 
                "alert": { 
                    "alertRuleTags": {}, 
                    "conditions": [ 
                        { 
                            "evaluator": { 
                                "params": [ 
                                    25 
                                ], 
                                "type": "gt" 
                            }, 
                            "operator": { 
                                "type": "and" 
                            }, 
                            "query": { 
                                "params": [ 
                                    "A", 
                                    "5m", 
                                    "now" 
                                ] 
                            }, 
                            "reducer": { 
                                "params": [], 
                                "type": "avg" 
                            }, 
                            "type": "query" 
                        } 
                    ], 
                    "executionErrorState": "alerting", 
                    "for": "5m", 
                    "frequency": "1m", 
                    "handler": 1, 
                    "name": "Panel Title alert", 
                    "noDataState": "no_data", 
                    "notifications": [] 
                }, 
                "aliasColors": {}, 
                "bars": false, 
                "dashLength": 10, 
                "dashes": false, 
                "datasource": null, 
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                "fieldConfig": { 
                    "defaults": { 
                        "custom": {} 
                    }, 
                    "overrides": [] 
                }, 
                "fill": 1, 
                "fillGradient": 0, 
                "gridPos": { 
                    "h": 9, 
                    "w": 12, 
                    "x": 0, 
                    "y": 0 
                }, 
                "hiddenSeries": false, 
                "id": 2, 
                "legend": { 
                    "avg": false, 
                    "current": false, 
                    "max": false, 
                    "min": false, 
                    "show": true, 
                    "total": false, 
                    "values": false 
                }, 
                "lines": true, 
                "linewidth": 1, 
                "nullPointMode": "null", 
                "options": { 
                    "dataLinks": [] 
                }, 
                "percentage": false, 
                "pointradius": 2, 
                "points": false, 
                "renderer": "flot", 
                "seriesOverrides": [], 
                "spaceLength": 10, 
                "stack": false, 
                "steppedLine": false, 
                "targets": [ 
                    { 
                        "refId": "A", 
                        "scenarioId": "random_walk" 
                    } 
                ], 
                "thresholds": [ 
                    { 
                        "colorMode": "critical", 
                        "fill": true, 
                        "line": true, 
                        "op": "gt", 
                        "value": 50 
                    } 
                ], 
                "timeFrom": null, 
                "timeRegions": [], 
                "timeShift": null, 
                "title": "Panel Title", 
                "tooltip": { 
                    "shared": true, 
                    "sort": 0, 
                    "value_type": "individual" 
                }, 
                "type": "graph", 
                "xaxis": { 
                    "buckets": null, 
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                    "mode": "time", 
                    "name": null, 
                    "show": true, 
                    "values": [] 
                }, 
                "yaxes": [ 
                    { 
                        "format": "short", 
                        "label": null, 
                        "logBase": 1, 
                        "max": null, 
                        "min": null, 
                        "show": true 
                    }, 
                    { 
                        "format": "short", 
                        "label": null, 
                        "logBase": 1, 
                        "max": null, 
                        "min": null, 
                        "show": true 
                    } 
                ], 
                "yaxis": { 
                    "align": false, 
                    "alignLevel": null 
                } 
            } 
        ], 
        "title": "Update alert rule via API", 
        "uid": "dHEquNzGz", 
        "version": 1 
    }
}

レスポンスの例

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 78

{ 
  "id":      1, 
  "uid":     "cIBgcSjkk", 
  "url":     "/d/cIBgcSjkk/production-overview", 
  "status":  "success", 
  "version": 1, 
  "slug":    "production-overview" //deprecated in Grafana v5.0
}

ステータス・Codes

• 200 — 作成済み
• 400 — JSON が無効な、フィールドが無効または欠落しているなどのエラー
• 401 — 無許可です
• 403 — アクセス拒否
• 412 — 前提条件が失敗しました

412 ステータスコードは、ダッシュボードを作成できない理由を説明するために使用されます。

• ダッシュボードが他のユーザーによって変更されましたstatus=version-mismatch
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• フォルダに同じ名前のダッシュボードが既に存在しますstatus=name-exists
• 同じ UID のダッシュボードが既に存在しますstatus=name-exists
• ダッシュボードはプラグインに属しますplugin titlestatus=plugin-dashboard

レスポンス本文には以下のプロパティがあります。別のダッシュボードに同じタイトルが付いている場
合、status値はですname-exists。

HTTP/1.1 412 Precondition Failed
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 97

{ 
  "message": "The dashboard has been changed by someone else", 
  "status": "version-mismatch"
}

UID でダッシュボードの取得
GET /api/dashboards/uid/:uid

UID と一致するダッシュボードを返します。返されるメタデータには、ダッシュボードを含むフォルダー
の UID に関する情報が含まれる場合があります。

リクエストの例

GET /api/dashboards/uid/cIBgcSjkk HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{ 
  "dashboard": { 
    "id": 1, 
    "uid": "cIBgcSjkk", 
    "title": "Production Overview", 
    "tags": [ "templated" ], 
    "timezone": "browser", 
    "schemaVersion": 16, 
    "version": 0 
  }, 
  "meta": { 
    "isStarred": false, 
    "url": "/d/cIBgcSjkk/production-overview", 
    "folderId": 2, 
    "folderUid": "l3KqBxCMz", 
    "slug": "production-overview" //deprecated in Grafana v5.0 
  }
}

ステータス・Codes

• 200 — 見つかりました
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• 401 — 無許可です
• 403 — アクセス拒否
• 404 — 見つかりません

UID でダッシュボードを削除
DELETE /api/dashboards/uid/:uid

UID と一致するダッシュボードを削除します。

リクエストの例

DELETE /api/dashboards/uid/cIBgcSjkk HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{ 
  "title": "Production Overview", 
  "message": "Dashboard Production Overview deleted", 
  "id": 2
}

ステータス・Codes

• 200 — 削除されました
• 401 — 無許可です
• 403 — アクセス拒否
• 404 — 見つかりません

ホームダッシュボードを取得
GET /api/dashboards/home

ホームダッシュボードを返します。

リクエストの例

GET /api/dashboards/home HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
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{ 
  "dashboard": { 
    "editable":false, 
    "hideControls":true, 
    "nav":[ 
      { 
        "enable":false, 
        "type":"timepicker" 
      } 
    ], 
    "style":"dark", 
    "tags":[], 
    "templating":{ 
      "list":[ 
      ] 
    }, 
    "time":{ 
    }, 
    "timezone":"browser", 
    "title":"Home", 
    "version":5 
  }, 
  "meta": { 
    "isHome":true, 
    "canSave":false, 
    "canEdit":false, 
    "canStar":false, 
    "url":"", 
    "expires":"0001-01-01T00:00:00Z", 
    "created":"0001-01-01T00:00:00Z" 
  }
}

ダッシュボードタグを取得する
GET /api/dashboards/tags

ダッシュボードのすべてのタグを返します。

リクエストの例

GET /api/dashboards/tags HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

[ 
  { 
    "term":"tag1", 
    "count":1 
  }, 
  { 
    "term":"tag2", 
    "count":4 
  }
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]

ダッシュボードアクセス許可API
ダッシュボード権限 API を使用して、ダッシュボードの権限を更新または取得します。

dashboardId=-1の権限は、閲覧者と編集者の役割を持つユーザーのデフォルトの権限です。権限は、
ユーザー、チーム、またはロール (閲覧者または編集者) に設定できます。管理者には権限を設定できませ
ん。管理者は常にすべてにアクセスできます。

permissionこのフィールドの権限レベルは次のとおりです。

• 1 = ビュー
• 2 = 編集
• 4 = 管理者

Note

Amazon マネージド Grafana ワークスペースで Grafana API を使用するには、有効な Grafana 
API キーが必要です。このキーを APIAuthorization リクエストのフィールドに含めま
す。Grafana API キーを作成する方法については、をご参照くださいGrafana HTTP API の使
用 (p. 608)。

ダッシュボードの権限を取得
GET /api/dashboards/id/:dashboardId/permissions

dashboardId指定されたダッシュボードの既存の権限をすべて取得します。

リクエストの例

GET /api/dashboards/id/1/permissions HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

レスポンスの例

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 551

[ 
  { 
    "id": 1, 
    "dashboardId": -1, 
    "created": "2017-06-20T02:00:00+02:00", 
    "updated": "2017-06-20T02:00:00+02:00", 
    "userId": 0, 
    "userLogin": "", 
    "userEmail": "", 
    "teamId": 0, 
    "team": "", 
    "role": "Viewer", 
    "permission": 1, 
    "permissionName": "View", 
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    "uid": "", 
    "title": "", 
    "slug": "", 
    "isFolder": false, 
    "url": "" 
  }, 
  { 
    "id": 2, 
    "dashboardId": -1, 
    "created": "2017-06-20T02:00:00+02:00", 
    "updated": "2017-06-20T02:00:00+02:00", 
    "userId": 0, 
    "userLogin": "", 
    "userEmail": "", 
    "teamId": 0, 
    "team": "", 
    "role": "Editor", 
    "permission": 2, 
    "permissionName": "Edit", 
    "uid": "", 
    "title": "", 
    "slug": "", 
    "isFolder": false, 
    "url": "" 
  }
]

ステータス・Codes

• 200 — わかりました
• 401 — 無許可です
• 403 — アクセス拒否
• 404 — ダッシュボードが見つかりません

ダッシュボードの権限を更新
POST /api/dashboards/id/:dashboardId/permissions

ダッシュボードの権限を更新します。この操作では、リクエストに含まれていない既存の権限が削除され
ます。

リクエストの例

POST /api/dashboards/id/1/permissions
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{ 
  "items": [ 
    { 
      "role": "Viewer", 
      "permission": 1 
    }, 
    { 
      "role": "Editor", 
      "permission": 2 
    }, 
    { 
      "teamId": 1, 
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      "permission": 1 
    }, 
    { 
      "userId": 11, 
      "permission": 4 
    } 
  ]
}

JSON 本文スキーマ

• アイテム — 追加または更新する権限アイテム。リストから除外された既存の項目は削除されます。

レスポンスの例

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 35

{"message":"Dashboard permissions updated"}

ステータス・Codes

• 200 — 作成済み
• 401 — 無許可です
• 403 — アクセス拒否
• 404 — ダッシュボードが見つかりません

ダッシュボードバージョン API
Dashboard Versions API を使用してダッシュボードのバージョンを取得し、ダッシュボードを指定された
バージョンに復元します。

Note

Amazon マネージド Grafana ワークスペースで Grafana API を使用するには、有効な Grafana 
API キーが必要です。このキーを APIAuthorization リクエストのフィールドに含めま
す。Grafana API キーを作成する方法については、をご参照くださいGrafana HTTP API の使
用 (p. 608)。

すべてのダッシュボードバージョンを取得
GET /api/dashboards/id/:dashboardId/versions

dashboardId指定されたダッシュボードの既存のダッシュボードバージョンをすべて取得します。

クエリパラメータ

• limit — 返される結果の最大数。
• start — クエリを返すときに開始するバージョン。

リクエストの例

GET /api/dashboards/id/1/versions?limit=2?start=0 HTTP/1.1
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Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

レスポンスの例

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 428

[ 
  { 
    "id": 2, 
    "dashboardId": 1, 
    "parentVersion": 1, 
    "restoredFrom": 0, 
    "version": 2, 
    "created": "2017-06-08T17:24:33-04:00", 
    "createdBy": "admin", 
    "message": "Updated panel title" 
  }, 
  { 
    "id": 1, 
    "dashboardId": 1, 
    "parentVersion": 0, 
    "restoredFrom": 0, 
    "version": 1, 
    "created": "2017-06-08T17:23:33-04:00", 
    "createdBy": "admin", 
    "message": "Initial save" 
  }
]

ステータス・Codes

• 200 — わかりました
• 400 — エラー
• 401 — 無許可です
• 404 — ダッシュボードのバージョンが見つかりません

ダッシュボードバージョンの取得
GET /api/dashboards/id/:dashboardId/versions/:id

指定されたIDのダッシュボードバージョンを、dashboardId指定されたIDのダッシュボードバージョンを
取得します。

リクエストの例

GET /api/dashboards/id/1/versions/1 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

レスポンスの例

HTTP/1.1 200 OK
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Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 1300

{ 
  "id": 1, 
  "dashboardId": 1, 
  "parentVersion": 0, 
  "restoredFrom": 0, 
  "version": 1, 
  "created": "2017-04-26T17:18:38-04:00", 
  "message": "Initial save", 
  "data": { 
    "annotations": { 
      "list": [ 

      ] 
    }, 
    "editable": true, 
    "gnetId": null, 
    "graphTooltip": 0, 
    "hideControls": false, 
    "id": 1, 
    "links": [ 

    ], 
    "rows": [ 
      { 
        "collapse": false, 
        "height": "250px", 
        "panels": [ 

        ], 
        "repeat": null, 
        "repeatIteration": null, 
        "repeatRowId": null, 
        "showTitle": false, 
        "title": "Dashboard Row", 
        "titleSize": "h6" 
      } 
    ], 
    "schemaVersion": 14, 
    "style": "dark", 
    "tags": [ 

    ], 
    "templating": { 
      "list": [ 

      ] 
    }, 
    "time": { 
      "from": "now-6h", 
      "to": "now" 
    }, 
    "timepicker": { 
      "refresh_intervals": [ 
        "5s", 
        "10s", 
        "30s", 
        "1m", 
        "5m", 
        "15m", 
        "30m", 
        "1h", 
        "2h", 
        "1d" 
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      ], 
      "time_options": [ 
        "5m", 
        "15m", 
        "1h", 
        "6h", 
        "12h", 
        "24h", 
        "2d", 
        "7d", 
        "30d" 
      ] 
    }, 
    "timezone": "browser", 
    "title": "test", 
    "version": 1 
  }, 
  "createdBy": "admin"
}

ステータス・Codes

• 200 — わかりました
• 401 — 無許可です
• 404 — ダッシュボードのバージョンが見つかりません

ダッシュボードの復元
POST /api/dashboards/id/:dashboardId/restore

ダッシュボードを指定したダッシュボードバージョンに復元します。

リクエストの例

POST /api/dashboards/id/1/restore
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{ 
  "version": 1
}

JSON 本文スキーマ

• version — 復元するダッシュボードのバージョン。

レスポンスの例

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 67

{ 
  "slug": "my-dashboard", 
  "status": "success", 
  "version": 3
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}

JSON レスポンスボディスキーマ:

• slug — ダッシュボードのタイトルの URL とわかりやすいスラッグです。
• status — 復元が成功したかどうか。
• version — 復元後の新しいダッシュボードバージョン。

ステータス・Codes

• 200 — 作成済み
• 401 — 無許可です
• 404 — ダッシュボードまたはダッシュボードのバージョンが見つかりません
• 500 — 内部サーバーエラー (データベースからダッシュボードタグを取得する際に問題が発生したこと

を示します)

エラーレスポンスの例:

HTTP/1.1 404 Not Found
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 46

{ 
  "message": "Dashboard version not found"
}

JSON レスポンスボディスキーマ:

• message — 失敗の原因を説明するメッセージです。

ダッシュボードバージョンの比較
POST /api/dashboards/calculate-diff

2 つのダッシュボードバージョンの JSON 差分を計算して比較します。

リクエストの例

POST /api/dashboards/calculate-diff HTTP/1.1
Accept: text/html
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{ 
  "base": { 
    "dashboardId": 1, 
    "version": 1 
  }, 
  "new": { 
    "dashboardId": 1, 
    "version": 2 
  }, 
  "diffType": "json"
}
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JSON 本文スキーマ

• base — 基本ダッシュボードバージョンを表すオブジェクト。
• new — 新しいダッシュボードバージョンを表すオブジェクト。
• difftype — 返される差分のタイプ。有効な値は、jsonおよび basic です。

レスポンス例 (JSON の差分)

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html; charset=UTF-8

<p id="l1" class="diff-line diff-json-same"> 
  <!-- Diff omitted -->
</p>

レスポンスは差分をテキストで表現したもので、ダッシュボードの値は JSON 形式で、 GitHub GitLabや
などのサイトで見られる差分と同様です。

ステータス・Codes

• 200 — わかりました
• 200 — 不正なリクエスト、無効な JSON が送信されました
• 401 — 無許可です
• 404 — 見つかりません

レスポンス例 (基本的な差分)

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html; charset=UTF-8

<div class="diff-group"> 
  <!-- Diff omitted -->
</div>

応答は、2 つの JSON オブジェクト間の差分から導き出された変更の概要です。

ステータス・Codes

• 200 — わかりました
• 200 — 不正なリクエスト、無効な JSON が送信されました
• 401 — 無許可です
• 404 — 見つかりません

データソース API
データソース API を使用して、Amazon マネージド Grafana ワークスペースのデータソースの作成、更
新、削除、操作を行います。

Note

Amazon マネージド Grafana ワークスペースで Grafana API を使用するには、有効な Grafana 
API キーが必要です。このキーを APIAuthorization リクエストのフィールドに含めま
す。Grafana API キーを作成する方法については、をご参照くださいGrafana HTTP API の使
用 (p. 608)。
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すべてのデータソースを取得
GET /api/datasources

リクエストの例

GET /api/datasources HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

[ 
   { 
     "id": 1, 
     "orgId": 1, 
     "uid": "H8joYFVGz" 
     "name": "datasource_elastic", 
     "type": "elasticsearch", 
     "typeLogoUrl": "public/app/plugins/datasource/elasticsearch/img/elasticsearch.svg", 
     "access": "proxy", 
     "url": "http://mydatasource.com", 
     "password": "", 
     "user": "", 
     "database": "grafana-dash", 
     "basicAuth": false, 
     "isDefault": false, 
     "jsonData": { 
         "esVersion": 5, 
         "logLevelField": "", 
         "logMessageField": "", 
         "maxConcurrentShardRequests": 256, 
         "timeField": "@timestamp" 
     }, 
     "readOnly": false 
   }
]

ID による単一データソースの取得
GET /api/datasources/:datasourceId

リクエストの例

GET /api/datasources/1 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
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{ 
  "id": 1, 
  "uid": "kLtEtcRGk", 
  "orgId": 1, 
  "name": "test_datasource", 
  "type": "graphite", 
  "typeLogoUrl": "", 
  "access": "proxy", 
  "url": "http://mydatasource.com", 
  "password": "", 
  "user": "", 
  "database": "", 
  "basicAuth": false, 
  "basicAuthUser": "", 
  "basicAuthPassword": "", 
  "withCredentials": false, 
  "isDefault": false, 
  "jsonData": { 
    "graphiteType": "default", 
    "graphiteVersion": "1.1" 
  }, 
  "secureJsonFields": {}, 
  "version": 1, 
  "readOnly": false
}

UID による単一データソースの取得
GET /api/datasources/uid/:uid

リクエストの例

GET /api/datasources/uid/kLtEtcRGk HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{ 
  "id": 1, 
  "uid": "kLtEtcRGk", 
  "orgId": 1, 
  "name": "test_datasource", 
  "type": "graphite", 
  "typeLogoUrl": "", 
  "access": "proxy", 
  "url": "http://mydatasource.com", 
  "password": "", 
  "user": "", 
  "database": "", 
  "basicAuth": false, 
  "basicAuthUser": "", 
  "basicAuthPassword": "", 
  "withCredentials": false, 
  "isDefault": false, 
  "jsonData": { 
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    "graphiteType": "default", 
    "graphiteVersion": "1.1" 
  }, 
  "secureJsonFields": {}, 
  "version": 1, 
  "readOnly": false
}

単一データソースの取得
GET /api/datasources/name/:name

リクエストの例

GET /api/datasources/name/test_datasource HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{ 
  "id": 1, 
  "uid": "kLtEtcRGk", 
  "orgId": 1, 
  "name": "test_datasource", 
  "type": "graphite", 
  "typeLogoUrl": "", 
  "access": "proxy", 
  "url": "http://mydatasource.com", 
  "password": "", 
  "user": "", 
  "database": "", 
  "basicAuth": false, 
  "basicAuthUser": "", 
  "basicAuthPassword": "", 
  "withCredentials": false, 
  "isDefault": false, 
  "jsonData": { 
    "graphiteType": "default", 
    "graphiteVersion": "1.1" 
  }, 
  "secureJsonFields": {}, 
  "version": 1, 
  "readOnly": false
}

データソース ID を名前で取得
GET /api/datasources/id/:name

リクエストの例

GET /api/datasources/id/test_datasource HTTP/1.1
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Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{ 
  "id":1
}

データソースを作成します。
POST /api/datasources

グラファイトリクエストの例

POST /api/datasources HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{ 
  "name":"test_datasource", 
  "type":"graphite", 
  "url":"http://mydatasource.com", 
  "access":"proxy", 
  "basicAuth":false
}

グラファイト応答の例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{ 
  "datasource": { 
    "id": 1, 
    "orgId": 1, 
    "name": "test_datasource", 
    "type": "graphite", 
    "typeLogoUrl": "", 
    "access": "proxy", 
    "url": "http://mydatasource.com", 
    "password": "", 
    "user": "", 
    "database": "", 
    "basicAuth": false, 
    "basicAuthUser": "", 
    "basicAuthPassword": "", 
    "withCredentials": false, 
    "isDefault": false, 
    "jsonData": {}, 
    "secureJsonFields": {}, 
    "version": 1, 
    "readOnly": false 
  }, 
  "id": 1, 
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  "message": "Datasource added", 
  "name": "test_datasource"
}

Note

passwordとを定義するとsecureJsonData、Amazon Managed GrafanabasicAuthPassword
はそれらをデータベース内の暗号化されたブロブとして安全に暗号化します。その後、応答には
暗号化されたフィールドが一覧表示されますsecureJsonFields。

基本認証を有効にしたグラファイトリクエストの例

POST /api/datasources HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{ 
  "name": "test_datasource", 
  "type": "graphite", 
  "url": "http://mydatasource.com", 
  "access": "proxy", 
  "basicAuth": true, 
  "basicAuthUser": "basicuser", 
  "secureJsonData": { 
    "basicAuthPassword": "basicpassword" 
  }
}

基本認証を有効にした場合の応答例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{ 
  "datasource": { 
    "id": 1, 
    "orgId": 1, 
    "name": "test_datasource", 
    "type": "graphite", 
    "typeLogoUrl": "", 
    "access": "proxy", 
    "url": "http://mydatasource.com", 
    "password": "", 
    "user": "", 
    "database": "", 
    "basicAuth": true, 
    "basicAuthUser": "basicuser", 
    "basicAuthPassword": "", 
    "withCredentials": false, 
    "isDefault": false, 
    "jsonData": {}, 
    "secureJsonFields": { 
      "basicAuthPassword": true 
    }, 
    "version": 1, 
    "readOnly": false 
  }, 
  "id": 102, 
  "message": "Datasource added", 
  "name": "test_datasource"
}
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CloudWatch リクエスト例

POST /api/datasources HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{ 
  "name": "test_datasource", 
  "type": "cloudwatch", 
  "url": "http://monitoring.us-west-1.amazonaws.com", 
  "access": "proxy", 
  "jsonData": { 
    "authType": "keys", 
    "defaultRegion": "us-west-1" 
  }, 
  "secureJsonData": { 
    "accessKey": "Ol4pIDpeKSA6XikgOl4p", 
    "secretKey": "dGVzdCBrZXkgYmxlYXNlIGRvbid0IHN0ZWFs" 
  }
}

既存のデータソースの更新
PUT /api/datasources/:datasourceId

リクエストの例

PUT /api/datasources/1 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{ 
  "id":1, 
  "orgId":1, 
  "name":"test_datasource", 
  "type":"graphite", 
  "access":"proxy", 
  "url":"http://mydatasource.com", 
  "password":"", 
  "user":"", 
  "database":"", 
  "basicAuth":true, 
  "basicAuthUser":"basicuser", 
  "secureJsonData": { 
    "basicAuthPassword": "basicpassword" 
  }, 
  "isDefault":false, 
  "jsonData":null
}

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{ 
  "datasource": { 
    "id": 1, 
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    "orgId": 1, 
    "name": "test_datasource", 
    "type": "graphite", 
    "typeLogoUrl": "", 
    "access": "proxy", 
    "url": "http://mydatasource.com", 
    "password": "", 
    "user": "", 
    "database": "", 
    "basicAuth": true, 
    "basicAuthUser": "basicuser", 
    "basicAuthPassword": "", 
    "withCredentials": false, 
    "isDefault": false, 
    "jsonData": {}, 
    "secureJsonFields": { 
      "basicAuthPassword": true 
    }, 
    "version": 1, 
    "readOnly": false 
  }, 
  "id": 102, 
  "message": "Datasource updated", 
  "name": "test_datasource"
}

Note

passwordbasicAuthPasswordとを定義して、secureJsonData暗号化されたブロブとして
データベースに安全に保存されるようにすることをお勧めします。その後、応答には暗号化され
たフィールドが一覧表示されますsecureJsonFields。

ID でデータソースを削除
DELETE /api/datasources/:datasourceId

リクエストの例

DELETE /api/datasources/1 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{"message":"Data source deleted"}

UID によるデータソースの削除
DELETE /api/datasources/uid/:uid

リクエストの例

DELETE /api/datasources/uid/kLtEtcRGk HTTP/1.1
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Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{"message":"Data source deleted"}

データソースを名前で削除
DELETE /api/datasources/name/:datasourceName

リクエストの例

DELETE /api/datasources/name/test_datasource HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{ 
  "message":"Data source deleted", 
  "id": 1
}

データソースプロキシコール
GET /api/datasources/proxy/:datasourceId/*

すべての呼び出しを実際のデータソースにプロキシします。

ID によるデータソースのクエリ
POST /api/tsdb/query

バックエンドが実装されているデータソースを照会します。ほとんどの組み込みデータソースにはバック
エンド実装があります。

リクエストの例

POST /api/tsdb/query HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json

{ 
  "from": "1420066800000", 
  "to": "1575845999999", 
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  "queries": [ 
    { 
      "refId": "A", 
      "intervalMs": 86400000, 
      "maxDataPoints": 1092, 
      "datasourceId": 86, 
      "rawSql": "SELECT 1 as valueOne, 2 as valueTwo", 
      "format": "table" 
    } 
  ]
}

Note

、fromto、queriesおよびプロパティは必須です。

JSON 本文スキーマ

• from/to — ミリ秒単位のエポックタイムスタンプでは絶対値、Grafana 時間単位では相対値でなければな
りません。例えば、now-1h。

• Queries.refid —（オプション）クエリの識別子を指定します。デフォルトは A です。
• Queries.DataSourceID — クエリするデータソースを指定します。リクエスト内の各クエリには一意のク

エリが必要ですdatasourceId。
• クエリ。 maxDataPoints— (オプション) ダッシュボードパネルでレンダリングできるデータポイントの

最大数を指定します。デフォルトは 100 です。
• queries.intervalIMS —（オプション）時系列の時間間隔をミリ秒単位で指定します。デフォルト値は 

1000 です。

MySQL データソースのリクエスト例:

POST /api/tsdb/query HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json

{ 
  "from": "1420066800000", 
  "to": "1575845999999", 
  "queries": [ 
    { 
      "refId": "A", 
      "intervalMs": 86400000, 
      "maxDataPoints": 1092, 
      "datasourceId": 86, 
      "rawSql": "SELECT\n  time,\n  sum(opened) AS \"Opened\",\n  sum(closed) AS \"Closed
\"\nFROM\n  issues_activity\nWHERE\n  $__unixEpochFilter(time) AND\n  period = 'm' AND\n 
  repo IN('grafana/grafana') AND\n  opened_by IN('Contributor','Grafana Labs')\nGROUP BY 
 1\nORDER BY 1\n", 
      "format": "time_series" 
    } 
  ]
}

MySQL データソースリクエストの応答例:

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{ 
  "results": { 
    "A": { 
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      "refId": "A", 
      "meta": { 
        "rowCount": 0, 
        "sql": "SELECT\n  time,\n  sum(opened) AS \"Opened\",\n  sum(closed) AS \"Closed
\"\nFROM\n  issues_activity\nWHERE\n  time <= 1420066800 AND time >= 1575845999 AND\n  
 period = 'm' AND\n  repo IN('grafana/grafana') AND\n  opened_by IN('Contributor','Grafana 
 Labs')\nGROUP BY 1\nORDER BY 1\n" 
      }, 
      "series": [ 
        { 
          "name": "Opened", 
          "points": [ 
            [ 
              109, 
              1420070400000 
            ], 
            [ 
              122, 
              1422748800000 
            ] 
          ] 
        }, 
        { 
          "name": "Closed", 
          "points": [ 
            [ 
              89, 
              1420070400000 
            ] 
          ] 
        } 
      ] 
    } 
  }
}

データソース権限 API
データソース権限 API を使用して、データソースの権限を有効化、無効化、一覧表示、追加、削除しま
す。

ユーザーまたはチームに権限を設定できます。管理者は常にすべてにアクセスできるため、権限を設定す
ることはできません。

権限フィールドの権限レベルは次のとおりです。

• 1 = クエリ

Note

Amazon マネージド Grafana ワークスペースで Grafana API を使用するには、有効な Grafana 
API キーが必要です。このキーを APIAuthorization リクエストのフィールドに含めま
す。Grafana API キーを作成する方法については、をご参照くださいGrafana HTTP API の使
用 (p. 608)。

データソースの権限を有効にする
POST /api/datasources/:id/enable-permissions
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指定した ID のデータソースの権限を有効にします。特定のユーザーまたはチームにデータソースへのクエ
リを許可する権限が追加されるまで、組織管理者以外はデータソースをクエリできません。

リクエストの例

POST /api/datasources/1/enable-permissions
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

レスポンスの例

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 35

{"message":"Datasource permissions enabled"}

ステータス・Codes

• 200 — 作成済み
• 400 — 権限を有効にできません。詳細については、レスポンス本文を参照してください。
• 401 — 無許可です
• 403 — アクセス拒否
• 404 — データソースが見つかりません

データソースの権限を無効にする
POST /api/datasources/:id/disable-permissions

指定した ID のデータソースの権限を無効にします。既存の権限はすべて削除され、誰でもデータソースを
クエリできます。

リクエストの例

POST /api/datasources/1/disable-permissions
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{}

レスポンスの例

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 35

{"message":"Datasource permissions disabled"}

ステータス・Codes

• 200 — わかりました
• 400 — 権限を無効にすることはできません。詳細については、レスポンス本文を参照してください。
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• 401 — 無許可です
• 403 — アクセス拒否
• 404 — データソースが見つかりません

データソースの権限を取得
GET /api/datasources/:id/permissions

id指定されたデータソースの既存の権限をすべて取得します。

リクエストの例

GET /api/datasources/1/permissions HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

レスポンスの例

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 551

{ 
  "datasourceId": 1, 
  "enabled": true, 
  "permissions": 
  [ 
    { 
      "id": 1, 
      "datasourceId": 1, 
      "userId": 1, 
      "userLogin": "user", 
      "userEmail": "user@test.com", 
      "userAvatarUrl": "/avatar/46d229b033af06a191ff2267bca9ae", 
      "permission": 1, 
      "permissionName": "Query", 
      "created": "2017-06-20T02:00:00+02:00", 
      "updated": "2017-06-20T02:00:00+02:00", 
    }, 
    { 
      "id": 2, 
      "datasourceId": 1, 
      "teamId": 1, 
      "team": "A Team", 
      "teamAvatarUrl": "/avatar/46d229b033af06a191ff2267bca9ae", 
      "permission": 1, 
      "permissionName": "Query", 
      "created": "2017-06-20T02:00:00+02:00", 
      "updated": "2017-06-20T02:00:00+02:00", 
    } 
  ]
}

ステータス・Codes

• 200 — わかりました
• 401 — 無許可です
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• 403 — アクセス拒否
• 404 — データソースが見つかりません

データソースの権限を追加
POST /api/datasources/:id/permissions

指定したデータソースにユーザー権限を追加しますid。

ユーザー権限の追加リクエストの例

POST /api/datasources/1/permissions
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{ 
  "userId": 1, 
  "permission": 1
}

ユーザー権限を追加する場合の応答例

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 35

{"message":"Datasource permission added"}

チーム権限の追加リクエストの例

POST /api/datasources/1/permissions
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{ 
  "teamId": 1, 
  "permission": 1
}

チーム権限を追加する場合の応答例

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 35

{"message":"Datasource permission added"}

ステータス・Codes

• 200 — わかりました
• 400 — 権限を追加できません。詳細については、レスポンス本文を参照してください。
• 401 — 無許可です
• 403 — アクセス拒否
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• 404 — データソースが見つかりません

データソースの権限を削除する
DELETE /api/datasources/:id/permissions/:permissionId

指定されたPermissionIdのデータソースのパーミッションを削除しますid。

リクエストの例

DELETE /api/datasources/1/permissions/2
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

レスポンスの例

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 35

{"message":"Datasource permission removed"}

ステータス・Codes

• 200 — わかりました
• 401 — 無許可です
• 403 — アクセス拒否
• 404 — データソースが見つからない、または権限が見つからない

外部グループ同期 API
Note

Amazon マネージド Grafana ワークスペースで Grafana API を使用するには、有効な Grafana 
API キーが必要です。このキーを APIAuthorization リクエストのフィールドに含めま
す。Grafana API キーを作成する方法については、をご参照くださいGrafana HTTP API の使
用 (p. 608)。

外部グループを取得
GET /api/teams/:teamId/groups

リクエストの例

GET /api/teams/1/groups HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk]

レスポンスの例
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HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

[ 
  { 
    "orgId": 1, 
    "teamId": 1, 
    "groupId": "cn=editors,ou=groups,dc=grafana,dc=org" 
  }
]

ステータス・Codes

• 200 — わかりました
• 401 — 無許可です
• 403 — アクセス拒否

外部グループを追加する
POST /api/teams/:teamId/groups

リクエストの例

POST /api/teams/1/members HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk]

{ 
  "groupId": "cn=editors,ou=groups,dc=grafana,dc=org"
}

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{"message":"Group added to Team"}

ステータス・Codes

• 200 — わかりました
• 400 — グループはすでにこのチームに追加されています
• 401 — 無許可です
• 403 — 権限が拒否されました
• 404 — チームが見つかりません

外部グループを削除
DELETE /api/teams/:teamId/groups/:groupId

リクエストの例
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DELETE /api/teams/1/groups/cn=editors,ou=groups,dc=grafana,dc=org HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk]

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{"message":"Team Group removed"}

ステータス・Codes

• 200 — わかりました
• 401 — 無許可です
• 403 — 権限が拒否されました
• 404 — チームが見つからない、またはグループが見つからない

フォルダー API
フォルダー API を使用して Amazon マネージド Grafana ワークスペース内のフォルダーを操作します。

フォルダーの識別子 (id) は自動インクリメントされる数値で、ワークスペースごとにのみ一意です。フォ
ルダーの固有識別子 (UID) を使用して、複数のワークスペース間でフォルダーを一意に識別できます。
フォルダーの作成時に指定しない場合、自動的に生成されます。uid を使用すると、フォルダーにアクセ
スするときや、複数の Amazon Managed Grafana ワークスペース間でフォルダーを同期する場合に、一貫
した URL を使用できます。uid を使用すると、フォルダーのタイトルを変更しても、そのフォルダーへの
ブックマークされたリンクは壊れません。

UID に使用できるのは 40 文字までです。

フォルダはネストできません。

Note

Amazon マネージド Grafana ワークスペースで Grafana API を使用するには、有効な Grafana 
API キーが必要です。このキーを APIAuthorization リクエストのフィールドに含めま
す。Grafana API キーを作成する方法については、をご参照くださいGrafana HTTP API の使
用 (p. 608)。

0 の General フォルダーは、フォルダー API の一部ではありません。idFolder API を使用して一般フォル
ダーに関する情報を取得することはできません。

フォルダの作成
POST /api/folders

新しいフォルダを作成します。

リクエストの例

POST /api/folders HTTP/1.1
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Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{ 
  "uid": "nErXDvCkzz", 
  "title": "Department ABC"
}

JSON 本文スキーマ

• uid — オプションの固有識別子。null の場合、新しい UID が生成されます。
• title — フォルダのタイトル。

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{ 
  "id":1, 
  "uid": "nErXDvCkzz", 
  "title": "Department ABC", 
  "url": "/dashboards/f/nErXDvCkzz/department-abc", 
  "hasAcl": false, 
  "canSave": true, 
  "canEdit": true, 
  "canAdmin": true, 
  "createdBy": "admin", 
  "created": "2018-01-31T17:43:12+01:00", 
  "updatedBy": "admin", 
  "updated": "2018-01-31T17:43:12+01:00", 
  "version": 1
}

ステータス・Codes

• 200 — 作成済み
• 400 — JSON が無効な、フィールドが無効または欠落しているなどのエラー
• 401 — 無許可です
• 403 — アクセス拒否

更新フォルダー
PUT /api/folders/:uid

UID と一致する既存のフォルダーを更新します。

リクエストの例

PUT /api/folders/nErXDvCkzz HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{ 
  "title":"Department DEF", 
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  "version": 1
}

JSON 本文スキーマ

• uid — 一意の識別子が提供されている場合は変更します。
• title — フォルダのタイトル。
• version — フォルダを上書きできるように現在のバージョンを指定します。次の場合は必要ありませ

んoverwrite=true。
• overwrite —true に設定すると、既存のフォルダーを新しいバージョンで上書きします。

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{ 
  "id":1, 
  "uid": "nErXDvCkzz", 
  "title": "Department DEF", 
  "url": "/dashboards/f/nErXDvCkzz/department-def", 
  "hasAcl": false, 
  "canSave": true, 
  "canEdit": true, 
  "canAdmin": true, 
  "createdBy": "admin", 
  "created": "2018-01-31T17:43:12+01:00", 
  "updatedBy": "admin", 
  "updated": "2018-01-31T17:43:12+01:00", 
  "version": 1
}

ステータス・Codes

• 200 — 作成済み
• 400 — JSON が無効な、フィールドが無効または欠落しているなどのエラー
• 401 — 無許可です
• 403 — アクセス拒否
• 404 — フォルダが見つかりません
• 412 — 前提条件が失敗しました

412 ステータスコードは、フォルダーを更新できない理由を説明するために使用されます。

• フォルダは他のユーザーによって変更されましたstatus=version-mismatch

レスポンス本文には以下のプロパティがあります。

HTTP/1.1 412 Precondition Failed
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 97

{ 
  "message": "The folder has been changed by someone else", 
  "status": "version-mismatch"
}
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すべてのフォルダの取得
GET /api/folders

表示権限のあるすべてのフォルダを返します。limitクエリパラメータを使用して、返されるフォルダー
の最大数を制御できます。デフォルトは 1000 です。

リクエストの例

GET /api/folders?limit=10 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

[ 
  { 
    "id":1, 
    "uid": "nErXDvCkzz", 
    "title": "Department ABC" 
  }, 
  { 
    "id":2, 
    "uid": "k3S1cklGk", 
    "title": "Department RND" 
  }
]

UID でフォルダを取得
GET /api/folders/:uid

指定された UID と一致するすべてのフォルダーを返します。

リクエストの例

GET /api/folders/nErXDvCkzzh HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{ 
  "id":1, 
  "uid": "nErXDvCkzz", 
  "title": "Department ABC", 
  "url": "/dashboards/f/nErXDvCkzz/department-abc", 
  "hasAcl": false, 
  "canSave": true, 

658



Amazon Managed Grafana ユーザーガイド
ID でフォルダを取得

  "canEdit": true, 
  "canAdmin": true, 
  "createdBy": "admin", 
  "created": "2018-01-31T17:43:12+01:00", 
  "updatedBy": "admin", 
  "updated": "2018-01-31T17:43:12+01:00", 
  "version": 1
}

ステータス・Codes

• 200 — 見つかりました
• 401 — 無許可です
• 403 — アクセス拒否
• 404 — 見つかりません

ID でフォルダを取得
GET /api/folders/id/:id

指定された ID と一致するフォルダを返します。

リクエストの例

GET /api/folders/id/1 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{ 
  "id":1, 
  "uid": "nErXDvCkzz", 
  "title": "Department ABC", 
  "url": "/dashboards/f/nErXDvCkzz/department-abc", 
  "hasAcl": false, 
  "canSave": true, 
  "canEdit": true, 
  "canAdmin": true, 
  "createdBy": "admin", 
  "created": "2018-01-31T17:43:12+01:00", 
  "updatedBy": "admin", 
  "updated": "2018-01-31T17:43:12+01:00", 
  "version": 1
}

ステータス・Codes

• 200 — 見つかりました
• 401 — 無許可です
• 403 — アクセス拒否
• 404 — 見つかりません

659



Amazon Managed Grafana ユーザーガイド
UID によるフォルダの削除

UID によるフォルダの削除
DELETE /api/folders/:uid

UID と一致するフォルダーを削除し、フォルダーに保存されているすべてのダッシュボードも削除しま
す。この操作は元に戻せません。

リクエストの例

DELETE /api/folders/nErXDvCkzz HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{ 
  "message":"Folder deleted", 
  "id": 2
}

ステータス・Codes

• 200 — 削除されました
• 401 — 無許可です
• 403 — アクセス拒否
• 404 — 見つかりません

フォルダー/ダッシュボード検索 API
FolderDashboard-Search API を使用して Amazon マネージド Grafana ワークスペース内のフォルダと
ダッシュボードを検索します。

Note

Amazon マネージド Grafana ワークスペースで Grafana API を使用するには、有効な Grafana 
API キーが必要です。このキーを APIAuthorization リクエストのフィールドに含めま
す。Grafana API キーを作成する方法については、をご参照くださいGrafana HTTP API の使
用 (p. 608)。

検索フォルダとダッシュボード
GET /api/search/

クエリパラメータ

• クエリ — 検索クエリ
• tag — 検索するタグのリスト。これらは Grafana タグであり、AWSタグではありません。
• type — 検索するタイプ (dash-folderまたはいずれか)dash-db。
• ダッシュボード ID — 検索するダッシュボード ID のリスト。
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• FolderID — ダッシュボードで検索するダッシュボード ID のリスト。
• starred — スター付きのダッシュボードのみを返すように指定するフラグ。
• limit — 返される結果の数を制限します (最大は 5000)。
• ページ — このパラメータを使用して、制限を超えるヒット数にアクセスします。番号は 1 から始まり

ます。limitパラメータはページサイズとして機能します。

一般フォルダーのフォルダーとダッシュボードを取得するリクエストの例

GET /api/search?folderIds=0&query=&starred=false HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

一般フォルダーのフォルダーとダッシュボードを取得する場合の応答例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

[ 
  { 
    "id": 163, 
    "uid": "000000163", 
    "title": "Folder", 
    "url": "/dashboards/f/000000163/folder", 
    "type": "dash-folder", 
    "tags": [], 
    "isStarred": false, 
    "uri":"db/folder" // deprecated in Grafana v5.0 
  }, 
  { 
    "id":1, 
    "uid": "cIBgcSjkk", 
    "title":"Production Overview", 
    "url": "/d/cIBgcSjkk/production-overview", 
    "type":"dash-db", 
    "tags":[prod], 
    "isStarred":true, 
    "uri":"db/production-overview" // deprecated in Grafana v5.0 
  }
]

スター付きダッシュボードを検索するリクエストの例

GET /api/search?query=Production%20Overview&starred=true&tag=prod HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

スター付きダッシュボードを検索する場合の応答例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

[HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

[ 
  { 
    "id":1, 
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    "uid": "cIBgcSjkk", 
    "title":"Production Overview", 
    "url": "/d/cIBgcSjkk/production-overview", 
    "type":"dash-db", 
    "tags":[prod], 
    "isStarred":true, 
    "folderId": 2, 
    "folderUid": "000000163", 
    "folderTitle": "Folder", 
    "folderUrl": "/dashboards/f/000000163/folder", 
    "uri":"db/production-overview" // deprecated in Grafana v5.0 
  }
]

フォルダー権限 API
Folder API を使用して、フォルダーの権限を更新または取得します。

folderId=-1の権限は、閲覧者と編集者の役割を持つユーザーのデフォルトの権限です。権限は、ユー
ザー、チーム、またはロール (閲覧者または編集者) に設定できます。管理者には権限を設定できません。
管理者は常にすべてにアクセスできます。

permissionこのフィールドの権限レベルは次のとおりです。

• 1 = ビュー
• 2 = 編集
• 4 = 管理者

Note

Amazon マネージド Grafana ワークスペースで Grafana API を使用するには、有効な Grafana 
API キーが必要です。このキーを APIAuthorization リクエストのフィールドに含めま
す。Grafana API キーを作成する方法については、をご参照くださいGrafana HTTP API の使
用 (p. 608)。

フォルダーの権限を取得
GET /api/folders/:uid/permissions

uid指定されたフォルダの既存の権限をすべて取得します。

リクエストの例

GET /api/folders/nErXDvCkzz/permissions HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

レスポンスの例

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 551
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[ 
  { 
    "id": 1, 
    "folderId": -1, 
    "created": "2017-06-20T02:00:00+02:00", 
    "updated": "2017-06-20T02:00:00+02:00", 
    "userId": 0, 
    "userLogin": "", 
    "userEmail": "", 
    "teamId": 0, 
    "team": "", 
    "role": "Viewer", 
    "permission": 1, 
    "permissionName": "View", 
    "uid": "nErXDvCkzz", 
    "title": "", 
    "slug": "", 
    "isFolder": false, 
    "url": "" 
  }, 
  { 
    "id": 2, 
    "dashboardId": -1, 
    "created": "2017-06-20T02:00:00+02:00", 
    "updated": "2017-06-20T02:00:00+02:00", 
    "userId": 0, 
    "userLogin": "", 
    "userEmail": "", 
    "teamId": 0, 
    "team": "", 
    "role": "Editor", 
    "permission": 2, 
    "permissionName": "Edit", 
    "uid": "", 
    "title": "", 
    "slug": "", 
    "isFolder": false, 
    "url": "" 
  }
]

ステータス・Codes

• 200 — わかりました
• 401 — 無許可です
• 403 — アクセス拒否
• 404 — フォルダが見つかりません

フォルダーの権限を更新
POST /api/folders/:uid/permissions

フォルダーの権限を更新します。この操作では、リクエストに含まれていない既存の権限が削除されま
す。

リクエストの例

POST /api/folders/nErXDvCkzz/permissions
Accept: application/json
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Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
{ 
  "items": [ 
    { 
      "role": "Viewer", 
      "permission": 1 
    }, 
    { 
      "role": "Editor", 
      "permission": 2 
    }, 
    { 
      "teamId": 1, 
      "permission": 1 
    }, 
    { 
      "userId": 11, 
      "permission": 4 
    } 
  ]
}

JSON 本文スキーマ:

• アイテム — 追加または更新する権限アイテム。リストから除外された既存の項目は削除されます。

レスポンスの例

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 35

{"message":"Folder permissions updated","id":1,"title":"Department ABC"}

ステータス・Codes

• 200 — 作成済み
• 401 — 無許可です
• 403 — アクセス拒否
• 404 — ダッシュボードが見つかりません

組織 API
組織 API を使用して、Amazon マネージド Grafana ワークスペース内の組織と連携します。

Note

Amazon マネージド Grafana ワークスペースで Grafana API を使用するには、
有効な Grafana API キーが必要です。このキーを APIAuthorization リクエ
ストのフィールドに含めます。Grafana API キーを作成する方法については、
「」」」」」」」」」」」」」」」」」」」Grafana HTTP API の使用 (p. 608)。

現在の組織を取得
GET /api/org/
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リクエストの例

GET /api/org/ HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{ 
  "id":1, 
  "name":"Main Org."
}

現在の組織内のすべてのユーザーを取得
GET /api/org/users

必要な権限:org.users:readスコープを含むアクションusers:*

リクエストの例

GET /api/org/users HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

[ 
  { 
    "orgId": 1, 
    "userId": 1, 
    "email": "admin@localhost", 
    "avatarUrl": "/avatar/46d229b033af06a191ff2267bca9ae", 
    "login": "admin", 
    "role": "Admin", 
    "lastSeenAt": "2019-08-09T11:02:49+02:00", 
    "lastSeenAtAge": "< 1m" 
  }
]

現在の組織内のすべてのユーザーを取得 (検索)
GET /api/org/users/lookup

現在の組織内のすべてのユーザーを返しますが、詳細情報はあまり含みません。組織管理者権限を持つ
ユーザー、任意のフォルダーの管理者、または任意のチームの管理者権限を持つユーザーがアクセスでき
ます。チームメンバーを追加したり、フォルダー/ダッシュボードの権限を編集したりするときに、主に
Grafana UIでユーザーのリストを提供するために使用されます。
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リクエストの例

GET /api/org/users/lookup HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

[ 
  { 
    "userId": 1, 
    "login": "admin", 
    "avatarUrl": "/avatar/46d229b033af06a191ff2267bca9ae" 
  }
]

指定されたユーザーを更新します
PATCH /api/org/users/:userId

必要な権限:org.users.role:updateスコープを含むアクションusers:*

リクエストの例

PATCH /api/org/users/1 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{ 
  "role": "Viewer",
}

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{"message":"Organization user updated"}

現在の組織のユーザーを削除します
DELETE /api/org/users/:userId

必要な権限:org.users:removeスコープを含むアクションusers:*

リクエストの例

DELETE /api/org/users/1 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
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Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{"message":"User removed from organization"}

現在の組織を更新
PUT /api/org

リクエストの例

PUT /api/org HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{ 
  "name":"Main Org."
}

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{"message":"Organization updated"}

現在の組織にユーザーを追加
POST /api/org/users

必要な権限:org.users:addスコープを含むアクションusers:*

リクエストの例

POST /api/org/users HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{ 
  "role": "Admin", 
  "loginOrEmail": "admin"
}

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
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{"message":"User added to organization","userId":1}

プレイリスト API
プレイリスト API を使用して Amazon マネージド Grafana ワークスペースのプレイリストを操作します。

Note

Amazon マネージド Grafana ワークスペースで Grafana API を使用するには、
有効な Grafana API キーが必要です。このキーを APIAuthorization リクエ
ストのフィールドに含めます。Grafana API キーを作成する方法については、
「」」」」」」」」」」」」」」」」」」」Grafana HTTP API の使用 (p. 608)。

プレイリストを検索する
GET /api/playlists

ページネーションを使用して、現在の Amazon マネージド Grafana ワークスペースのすべてのプレイリス
トを返します。

リクエストの例

GET /api/playlists HTTP/1.1
Accept: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

クエリ文字列パラメータ:

• query — この値のような名前のプレイリストに応答を制限します。
• limit — レスポンスを X 個のプレイリストに制限します。

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
[ 
  { 
    "id": 1, 
    "name": "my playlist", 
    "interval": "5m" 
  }
]

プレイリストを 1 つ取得
GET /api/playlists/:id

リクエストの例

GET /api/playlists/1 HTTP/1.1
Accept: application/json
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Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
{ 
  "id" : 1, 
  "name": "my playlist", 
  "interval": "5m", 
  "orgId": "my org", 
  "items": [ 
    { 
      "id": 1, 
      "playlistId": 1, 
      "type": "dashboard_by_id", 
      "value": "3", 
      "order": 1, 
      "title":"my third dashboard" 
    }, 
    { 
      "id": 2, 
      "playlistId": 1, 
      "type": "dashboard_by_tag", 
      "value": "myTag", 
      "order": 2, 
      "title":"my other dashboard" 
    } 
  ]
}

プレイリストアイテムを取得
GET /api/playlists/:id/items

リクエストの例

GET /api/playlists/1/items HTTP/1.1
Accept: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
[ 
  { 
    "id": 1, 
    "playlistId": 1, 
    "type": "dashboard_by_id", 
    "value": "3", 
    "order": 1, 
    "title":"my third dashboard" 
  }, 
  { 
    "id": 2, 
    "playlistId": 1, 
    "type": "dashboard_by_tag", 
    "value": "myTag", 
    "order": 2, 
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    "title":"my other dashboard" 
  }
]

プレイリストダッシュボードの取得
GET /api/playlists/:id/dashboards

リクエストの例

GET /api/playlists/1/dashboards HTTP/1.1
Accept: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
[ 
  { 
    "id": 3, 
    "title": "my third dashboard", 
    "order": 1, 
  }, 
  { 
    "id": 5, 
    "title":"my other dashboard" 
    "order": 2, 

  }
]

プレイリストを作成する
POST /api/playlists/

リクエストの例

PUT /api/playlists/1 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk 
  { 
    "name": "my playlist", 
    "interval": "5m", 
    "items": [ 
      { 
        "type": "dashboard_by_id", 
        "value": "3", 
        "order": 1, 
        "title":"my third dashboard" 
      }, 
      { 
        "type": "dashboard_by_tag", 
        "value": "myTag", 
        "order": 2, 
        "title":"my other dashboard" 
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      } 
    ] 
  }

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json 
  { 
    "id": 1, 
    "name": "my playlist", 
    "interval": "5m" 
  }

プレイリストを更新する
PUT /api/playlists/:id

リクエストの例

PUT /api/playlists/1 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk 
  { 
    "name": "my playlist", 
    "interval": "5m", 
    "items": [ 
      { 
        "playlistId": 1, 
        "type": "dashboard_by_id", 
        "value": "3", 
        "order": 1, 
        "title":"my third dashboard" 
      }, 
      { 
        "playlistId": 1, 
        "type": "dashboard_by_tag", 
        "value": "myTag", 
        "order": 2, 
        "title":"my other dashboard" 
      } 
    ] 
  }

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
{ 
  "id" : 1, 
  "name": "my playlist", 
  "interval": "5m", 
  "orgId": "my org", 
  "items": [ 
    { 
      "id": 1, 
      "playlistId": 1, 
      "type": "dashboard_by_id", 
      "value": "3", 
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      "order": 1, 
      "title":"my third dashboard" 
    }, 
    { 
      "id": 2, 
      "playlistId": 1, 
      "type": "dashboard_by_tag", 
      "value": "myTag", 
      "order": 2, 
      "title":"my other dashboard" 
    } 
  ]
}

プレイリストを削除する
DELETE /api/playlists/:id

リクエストの例

DELETE /api/playlists/1 HTTP/1.1
Accept: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
{}

設定 API
プリファレンス API を使用して、Amazon マネージド Grafana ワークスペースでユーザープリファレンス
を操作します。

キー:

• theme — デフォルトテーマを使用する場合の有効な値はlightdark、、または空の文字列です。
• homeDashboardId—:id お気に入りのダッシュボードの数値。デフォルトは 0 です。
• timezone — 有効な値はutc、、browser、またはデフォルトを使用する場合は空の文字列です。

キーを省略すると、現在の値がシステムのデフォルト値に置き換えられます。
Note

Amazon マネージド Grafana ワークスペースで Grafana API を使用するには、
有効な Grafana API キーが必要です。このキーを APIAuthorization リクエ
ストのフィールドに含めます。Grafana API キーを作成する方法については、
「」」」」」」」」」」」」」」」」」」」Grafana HTTP API の使用 (p. 608)。

現在のユーザー設定の取得
GET /api/user/preferences
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リクエストの例

GET /api/user/preferences HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{"theme":"","homeDashboardId":0,"timezone":""}

現在のユーザー設定の更新
PUT /api/user/preferences

リクエストの例

PUT /api/user/preferences HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{ 
  "theme": "", 
  "homeDashboardId":0, 
  "timezone":"utc"
}

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: text/plain; charset=utf-8

{"message":"Preferences updated"}

現在の組織設定を取得
GET /api/org/preferences

リクエストの例

GET /api/org/preferences HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
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{"theme":"","homeDashboardId":0,"timezone":""}

現在の組織設定を更新する
PUT /api/org/preferences

リクエストの例

PUT /api/org/preferences HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{ 
  "theme": "", 
  "homeDashboardId":0, 
  "timezone":"utc"
}

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: text/plain; charset=utf-8

{"message":"Preferences updated"}

スナップショット API
スナップショット API を使用して、Amazon マネージド Grafana ワークスペースでスナップショットを操
作します。

Note

Amazon マネージド Grafana ワークスペースで Grafana API を使用するには、
有効な Grafana API キーが必要です。このキーを APIAuthorization リクエ
ストのフィールドに含めます。Grafana API キーを作成する方法については、
「」」」」」」」」」」」」」」」」」」」Grafana HTTP API の使用 (p. 608)。

新しいスナップショットを作成する
POST /api/snapshots

リクエストの例

POST /api/snapshots HTTP/1.1 
    Accept: application/json 
    Content-Type: application/json 
    Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk 

    { 
      "dashboard": { 
        "editable":false, 
        "hideControls":true, 
        "nav":[ 
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        { 
          "enable":false, 
        "type":"timepicker" 
        } 
        ], 
        "rows": [ 
          { 

          } 
        ], 
        "style":"dark", 
        "tags":[], 
        "templating":{ 
          "list":[ 
          ] 
        }, 
        "time":{ 
        }, 
        "timezone":"browser", 
        "title":"Home", 
        "version":5 
        }, 
      "expires": 3600 
    }

JSON 本文スキーマ:

• dashboard — (必須) 完全なダッシュボードモデル。
• name — (オプション) スナップショットの名前。
• expires — (オプション) スナップショットの有効期限が切れるタイミング（秒単位）。デフォルトでは

有効期限はありません。
• external — (オプション) スナップショットをローカルではなく外部サーバに保存します。デフォルトは 

false です。
• key — (externalその場合は必須true) 一意のキーを定義します。
• deletekey — (externalその場合は必須true) スナップショットを削除するために使用する固有の

キー。key作成者だけがスナップショットを削除できるのとは異なります。

Note

API を使用してスナップショットを作成する場合、スナップショットデータを含むダッシュボー
ドのペイロード全体を指定する必要があります。このエンドポイントは Grafana UI 用に設計され
ています。

レスポンスの例

HTTP/1.1 200 
    Content-Type: application/json 
    { 
      "deleteKey":"XXXXXXX", 
      "deleteUrl":"myurl/api/snapshots-delete/XXXXXXX", 
      "key":"YYYYYYY", 
      "url":"myurl/dashboard/snapshot/YYYYYYY", 
      "id": 1, 
    }

キー:

• deleteKey ey — スナップショットを削除するために使用するために生成されたキー。
• key — ダッシュボードを共有するために生成されたキー。
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スナップショットのリストを取得
GET /api/dashboard/snapshots

クエリパラメータ:

• クエリ — 検索クエリ
• limit — 返される結果の数を制限する

リクエストの例

GET /api/dashboard/snapshots HTTP/1.1
Accept: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

[ 
  { 
    "id":8, 
    "name":"Home", 
    "key":"YYYYYYY", 
    "orgId":1, 
    "userId":1, 
    "external":false, 
    "externalUrl":"", 
    "expires":"2200-13-32T25:23:23+02:00", 
    "created":"2200-13-32T28:24:23+02:00", 
    "updated":"2200-13-32T28:24:23+02:00" 
  }
]

キーによるスナップショットの取得
GET /api/snapshots/:key

リクエストの例

GET /api/snapshots/YYYYYYY HTTP/1.1
Accept: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{ 
  "meta":{ 
    "isSnapshot":true, 
    "type":"snapshot", 
    "canSave":false, 
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    "canEdit":false, 
    "canStar":false, 
    "slug":"", 
    "expires":"2200-13-32T25:23:23+02:00", 
    "created":"2200-13-32T28:24:23+02:00" 
  }, 
  "dashboard": { 
    "editable":false, 
    "hideControls":true, 
    "nav": [ 
      { 
        "enable":false, 
        "type":"timepicker" 
      } 
    ], 
    "rows": [ 
      { 

      } 
    ], 
    "style":"dark", 
    "tags":[], 
    "templating":{ 
      "list":[ 
      ] 
    }, 
    "time":{ 
    }, 
    "timezone":"browser", 
    "title":"Home", 
    "version":5 
  }
}

スナップショットをキーで削除
DELETE /api/snapshots/:key

リクエストの例

DELETE /api/snapshots/YYYYYYY HTTP/1.1
Accept: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{"message":"Snapshot deleted. It might take an hour before it's cleared from any CDN 
 caches.", "id": 1}

DeleteKey によるスナップショットの削除
この API 呼び出しは、スナップショットのシークレット削除キーを使用することで認証なしで使用できま
す。

GET /api/snapshots-delete/:deleteKey
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リクエストの例

GET /api/snapshots-delete/XXXXXXX HTTP/1.1
Accept: application/json

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{"message":"Snapshot deleted. It might take an hour before it's cleared from any CDN 
 caches.", "id": 1}

チーム API
チーム API を使用して、Amazon マネージド Grafana ワークスペース内のチームと連携します。この API 
のすべてのアクションには、管理者ロールが必要です。

Note

Amazon マネージド Grafana ワークスペースで Grafana API を使用するには、
有効な Grafana API キーが必要です。このキーを APIAuthorization リクエ
ストのフィールドに含めます。Grafana API キーを作成する方法については、
「」」」」」」」」」」」」」」」」」」」Grafana HTTP API の使用 (p. 608)。

ページネーションによるチーム検索
GET /api/teams/search?perpage=50&page=1&query=myteam

or

GET /api/teams/search?name=myteam

リクエストの例

GET /api/teams/search?perpage=10&page=1&query=myteam HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

クエリパラメータの使用

パラメータのデフォルト値は 1000 で、perpagepageパラメータのデフォルト値は 1 です。

totalCountレスポンス内のフィールドは、チームリストのページネーションに使用できます。たとえ
ば、がtotalCount 100 チームで、perpageパラメーターが 10 に設定されている場合、チーム数は 10 
ページになります。

queryパラメータはオプションで、nameクエリ値がフィールドに含まれている場合は結果を返します。ス
ペースを含むクエリ値は、URL エンコードする必要があります。例えば、query=my%20team。

name パラメーターの使用

namenameパラメータがフィールドと一致する場合、パラメータは 1 つのチームを返します。
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レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{ 
  "totalCount": 1, 
  "teams": [ 
    { 
      "id": 1, 
      "orgId": 1, 
      "name": "MyTestTeam", 
      "email": "", 
      "avatarUrl": "\/avatar\/3f49c15916554246daa714b9bd0ee39", 
      "memberCount": 1 
    } 
  ], 
  "page": 1, 
  "perPage": 1000

ステータス・Codes

• 200 — 作成済み
• 401 — 無許可です
• 403 — 権限が拒否されました
• 404 — チームが見つかりません (名前で検索した場合)

ID でチームを取得
GET /api/teams/:id

リクエストの例

GET /api/teams/1 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

レスポンスの例

HHTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{ 
  "id": 1, 
  "orgId": 1, 
  "name": "MyTestTeam", 
  "email": "", 
  "created": "2017-12-15T10:40:45+01:00", 
  "updated": "2017-12-15T10:40:45+01:00"
}

チームを追加する
nameチームのメンバーはユニークでなければなりません。nameこのフィールドは必須
で、emailorgIdおよびフィールドはオプションです。
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POST /api/teams

リクエストの例

POST /api/teams HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{ 
  "name": "MyTestTeam", 
  "email": "email@test.com", 
  "orgId": 2
}

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{"message":"Team created","teamId":2}

ステータス・Codes

• 200 — 作成済み
• 401 — 無許可です
• 403 — 権限が拒否されました
• 409 — チーム名は既に存在します

チームを更新します
PUT /api/teams/:id

nameemail更新できるのはおよびフィールドだけです。

リクエストの例

PUT /api/teams/2 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk 
         
{ 
  "name": "MyTestTeam", 
  "email": "email@test.com"
}

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{"message":"Team updated"}

ステータス・Codes
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• 200 — 作成済み
• 401 — 無許可です
• 403 — 権限が拒否されました
• 404 — チームが見つかりません
• 409 — チーム名は既に存在します

ID でチームを削除
DELETE /api/teams/:id

リクエストの例

DELETE /api/teams/2 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{"message":"Team deleted"}

ステータス・Codes

• 200 — 作成済み
• 401 — 無許可です
• 403 — 権限が拒否されました
• 404 — チームが見つかりません

チームメンバーをゲット
GET /api/teams/:teamId/members

リクエストの例

GET /api/teams/1/members HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

[ 
  { 
    "orgId": 1, 
    "teamId": 1, 
    "userId": 3, 
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    "email": "user1@email.com", 
    "login": "user1", 
    "avatarUrl": "\/avatar\/1b3c32f6386b0185c40d359cdc733a7" 
  }, 
  { 
    "orgId": 1, 
    "teamId": 1, 
    "userId": 2, 
    "email": "user2@email.com", 
    "login": "user2", 
    "avatarUrl": "\/avatar\/cad3c68da76e45d10269e8ef02f8e7" 
  }
]

ステータス・Codes

• 200 — 作成済み
• 401 — 無許可です
• 403 — 権限が拒否されました

チームメンバーを追加する
POST /api/teams/:teamId/members

リクエストの例

POST /api/teams/1/members HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk 
       
{ 
  "userId": 2
}

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{"message":"Member added to Team"}

ステータス・Codes

• 200 — 作成済み
• 400 — ユーザーは既にチームに参加しています
• 401 — 無許可です
• 403 — 権限が拒否されました
• 404 — チームが見つかりません

チームからメンバーを削除
DELETE /api/teams/:teamId/members/:userId
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リクエストの例

DELETE /api/teams/2/members/3 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{"message":"Team Member removed"}

ステータス・Codes

• 200 — 作成済み
• 401 — 無許可です
• 403 — 権限が拒否されました
• 404 — チームが見つかりません/チームメンバーが見つかりません

チーム設定の取得
GET /api/teams/:teamId/preferences

リクエストの例

GET /api/teams/2/preferences HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{ 
  "theme": "", 
  "homeDashboardId": 0, 
  "timezone": ""
}

チーム設定の更新
PUT /api/teams/:teamId/preferences

リクエストの例

PUT /api/teams/2/preferences HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk
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{ 
  "theme": "dark", 
  "homeDashboardId": 39, 
  "timezone": "utc"
}

JSON 本文スキーマ:

• テーマ — デフォルトのテーマを使用するにはlightdark、、または空の文字列を指定します。
• homeDashboardId—:id ダッシュボードの数値。デフォルトは 0 です。
• timezone —utc、browser、または空の文字列を指定してデフォルトを使用します。

パラメータを省略すると、現在の値がシステムのデフォルト値に置き換えられます。

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: text/plain; charset=utf-8

{ 
  "message":"Preferences updated"
}

ユーザ API
ユーザー API を使用して Amazon マネージド Grafana ワークスペース内のユーザーと連携します。

Note

Amazon マネージド Grafana ワークスペースで Grafana API を使用するには、
有効な Grafana API キーが必要です。このキーを APIAuthorization リクエ
ストのフィールドに含めます。Grafana API キーを作成する方法については、
「」」」」」」」」」」」」」」」」」」」Grafana HTTP API の使用 (p. 608)。

ユーザーが所属しているチームを取得
GET /api/user/teams

リクエストの例

GET /api/user/teams HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

[ 
  { 
    "id": 1, 

684



Amazon Managed Grafana ユーザーガイド
スナップショットのリストを取得

    "orgId": 1, 
    "name": "MyTestTeam", 
    "email": "", 
    "avatarUrl": "\/avatar\/3f49c15916554246daa714b9bd0ee3", 
    "memberCount": 1 
  }
]

スナップショットのリストを取得
指定されたダッシュボードを実際のユーザー用に起動します。

POST /api/user/stars/dashboard/:dashboardId

リクエストの例

POST /api/user/stars/dashboard/1 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{"message":"Dashboard starred!"}

ダッシュボードのスターを解除する
実際のユーザーの特定のダッシュボードのスターを削除します。

DELETE /api/user/stars/dashboard/:dashboardId

リクエストの例

DELETE /api/user/stars/dashboard/1 HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

{"message":"Dashboard unstarred"}

実際のユーザーの認証トークンを取得
GET /api/user/auth-tokens

リクエストの例
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GET /api/user/auth-tokens HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json

[ 
  { 
    "id": 361, 
    "isActive": true, 
    "clientIp": "127.0.0.1", 
    "browser": "Chrome", 
    "browserVersion": "72.0", 
    "os": "Linux", 
    "osVersion": "", 
    "device": "Other", 
    "createdAt": "2019-03-05T21:22:54+01:00", 
    "seenAt": "2019-03-06T19:41:06+01:00" 
  }, 
  { 
    "id": 364, 
    "isActive": false, 
    "clientIp": "127.0.0.1", 
    "browser": "Mobile Safari", 
    "browserVersion": "11.0", 
    "os": "iOS", 
    "osVersion": "11.0", 
    "device": "iPhone", 
    "createdAt": "2019-03-06T19:41:19+01:00", 
    "seenAt": "2019-03-06T19:41:21+01:00" 
  }
]

実際のユーザーの認証トークンを取り消す
POST /api/user/revoke-auth-token

実際のユーザーの指定された認証トークン (デバイス) を取り消します。発行された認証トークン（デバイ
ス）のユーザーはもうログインしていないため、次のアクティビティで再度認証する必要があります。

リクエストの例

POST /api/user/revoke-auth-token HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJrIjoiT0tTcG1pUlY2RnVKZTFVaDFsNFZXdE9ZWmNrMkZYbk

{ 
  "authTokenId": 364
}

レスポンスの例

HTTP/1.1 200
Content-Type: application/json
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{ 
  "message": "User auth token revoked"
}
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ワークスペースを Grafana エンター
プライズにアップグレード

Amazon マネージド Grafana コンソールを使用して、アカウントと 1 つ以上のワークスペースを Grafana 
エンタープライズにアップグレードできます。30 日間の無料トライアルから始めることも、サブスクリ
プションライセンスを購入することもできます。アップグレードすると、Grafana Labs から直接コンサル
ティングやサポートを受けることができます。また、次のようなさまざまなサードパーティの独立系ソフ
トウェアベンダー (ISV) にアクセスすることもできます。

• AppDynamics
• Datadog
• Dynatrace
• GitLab
• ハニカム
• Jira
• MongoDB
• New Relic
• Oracle Database
• Salesforce
• ServiceNow
• Snowflake
• Splunk
• Splunk インフラモニタリング (旧称 SignalFx)
• ウェーブフロント

アップグレード時に使用できる Enterprise データソースプラグインの完全なリストについては、を参照し
てくださいGrafana エンタープライズで利用可能なデータソース (p. 192)。

Grafana Enterprise 30 日間の無料トライアル期間中に各 Amazon Managed Grafana ワークスペース期間
中に最大 30 日間の無料トライアル期間中に無料トライアル期間中に無料トライアル期間中に期間中に無
料トライアル期間中に期間中に無料トライアル 30 日間の試用期間後もエンタープライズサードパーティ
プラグインへのアクセスを維持するには、試用期間が終了する前にワークスペースの Grafana Enterprise 
ライセンスを購入してください。

Grafana エンタープライズ料金は、Amazon マネージド Grafana のアクティブユーザー価格に追加されま
す。料金の詳細については、Grafana エンタープライズ価格ページをご覧ください。

ワークスペースを Grafana Enterprise にアップグレードするに
は、AWSMarketplaceManageSubscriptionsIAMAWS ポリシーがアタッチされたユーザーまたはロールの
アカウント、または同等の権限を持つアカウントにサインインする必要があります。

Note

30-day free trialこのオプションは「すべてのワークスペース」メニューでのみ使用できます。サ
イドバーの Grafana Enterprise ライセンスメニューには、30 日間の無料トライアルオプションは
ありません。
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ワークスペースとアカウントを Grafana エンタープライズにアップグレードするには

1. https://console.aws.amazon.com/grafana/ で Amazon マネージド Grafana コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [メニューバス] アイコンを選択します。
3. [すべてのワークスペース] を選択します。
4. アップグレードするワークスペースの名前を選択します。
5. ワークスペースの説明の右側にある [Grafana Enterprise にアップグレード] を選択します。
6. 30 日間の無料トライアルまたは Grafana エンタープライズサブスクリプションを選択してください。

Grafana Enterprise サブスクリプションを選択した場合は、契約終了時に契約を自動的に更新するか
どうかを選択します。更新設定はいつでも変更できます。これはアカウントレベルの設定です。1 つ
のワークスペースの自動更新の設定を変更すると、現在 Grafana Enterprise 契約に登録しているアカ
ウント内の他のすべてのワークスペースにもその設定が更新されます。

7. [Subscribe] (サブスクライブ) を選択します。
8. 無料試用版または有料サブスクリプションを Grafana Labs に登録するには、https://grafana.com/ 

partners/amg/register リンクを選択し、表示されるページに記入してください。これは、AWSアカウ
ントでアカウントごとに 1 回だけ行う必要があります。

9. (オプション) 左側のサイドバーにある Grafana Enterprise ライセンスに移動して、エンタープライズ
ライセンスにアップグレードできます。このメニューには30日間の試用オプションはありません。

ワークスペースを Grafana Enterprise にアップグレードすると、AWSアカウント全体が Grafana 
Enterprise サブスクリプションの特典を受けられます。ただし、Grafana エンタープライズは、アカウン
ト内の他の Amazon マネージド Grafana ワークスペースに自動的に適用されません。前述の手順に従っ
て、Grafana Enterprise を他のワークスペースに適用できます。Grafana Enterprise のサブスクリプション
契約料は、請求サイクル中にアカウントに 1 回のみお支払いいただきます。ただし、Grafana Enterprise 
用にアクティベートしたすべてのワークスペースには、Grafana Labs へのユーザーごとの料金もかかりま
す。通常の請求サイクルは 30 日ですが、プライベートオファーを通じてカスタム請求サイクルを入力す
ることもできます。プライベートオファーの詳細については、AWS Marketplaceバイヤーガイドの「プラ
イベートオファー」を参照してください。料金の詳細については、Grafana 向け Amazon マネージドサー
ビスの Grafana エンタープライズをご覧ください。

無料試用期間中のサブスクリプションの購入

30 日間の無料試用期間中はいつでも Grafana Enterprise のサブスクリプションを購入して、Grafana 
Enterprise の機能へのアクセスを失わないようにすることができます。これを行うと、有料サブスクリプ
ションの期間は、サブスクリプションを購入した直後に開始され、そのワークスペースの無料トライアル
が終了します。

アカウントレベルの Grafana エンタープライズサブスクリプション

アカウントレベルで Grafana Enterprise のサブスクリプションを選択することもできます。これを行う
と、アカウント単位でサブスクリプション契約料が請求され、AWS MarketplaceAWS請求書のセクショ
ンに表示されます。その後、ワークスペースの詳細ページからこの Enterprise ライセンスを各ワークス
ペースに適用できます。ワークスペースをアップグレードすると、アップグレードしたワークスペースに
はユーザーごとの料金が発生し始めます。

アカウントレベルで Grafana エンタープライズに登録するには

1. 左のナビゲーションペインで [Grafana Enterprise license] を選択します。
2. 「Grafana エンタープライズにアップグレード」を選択します。
3. Grafana エンタープライズサブスクリプション、サブスクライブを選択します。
4. 無料試用版または有料サブスクリプションを Grafana Labs に登録するには、https://grafana.com/ 

partners/amg/register リンクを選択し、表示されるページに記入してください。これは、AWSアカウ
ントでアカウントごとに 1 回だけ行う必要があります。

689

https://console.aws.amazon.com/grafana/
https://grafana.com/partners/amg/register
https://grafana.com/partners/amg/register
https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/buyerguide/buyer-private-offers.html
https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/buyerguide/buyer-private-offers.html
http://aws.amazon.com/marketplace/pp/B08PPZXFK7
http://aws.amazon.com/marketplace/pp/B08PPZXFK7
https://grafana.com/partners/amg/register
https://grafana.com/partners/amg/register


Amazon Managed Grafana ユーザーガイド
Grafana Enterprise のキャンセル。

プライベートマーケットプレイス

アカウントがプライベートマーケットプレイスを使用している場合は、無料トライアルを開始するか、エ
ンタープライズサブスクリプションにアップグレードする前に、Grafana Enterprise 製品をプライベート
マーケットプレイスに追加する必要があります。プライベートマーケットプレイスの指示に従って、次の 
2 つの商品のいずれかを追加します。

• Grafana エンタープライズトライアルAWS
• Amazon マネージドグラファナのGrafana エンタープライズ

プライベートマーケットプレイスの詳細については、「プライベートマーケットプレイス」を参照してく
ださい。

Grafana Enterprise のキャンセル。
Grafana Enterprise は、ワークスペースレベルまたはアカウントレベルでキャンセルできます。どちらの
方法を使用してもキャンセルしても、Amazon マネージド Grafana ワークスペースは削除されません。エ
ンタープライズ機能がなくても、これらのワークスペースを引き続き使用できます。

1 つのワークスペースの Grafana Enterprise をキャンセルし、他のワークスペースで Grafana 
Enterprise を引き続き使用するには

1. https://console.aws.amazon.com/grafana/ で Amazon マネージド Grafana コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [メニューバス] アイコンを選択します。
3. [すべてのワークスペース] を選択します。
4. Grafana Enterprise をキャンセルするワークスペースの名前を選択します。
5. [エンタープライズライセンス] セクションで、[削除] を選択します。

そうすることで、このワークスペースでの Grafana Enterprise ユーザーごとの料金が発生しなくなり
ます。お客様のアカウントは引き続き Grafana Enterprise 製品に登録されており、月額サブスクリプ
ション料金が引き続き発生します。

アカウント全体の Grafana Enterprise をキャンセルし、すべてのワークスペースからエンタープ
ライズ機能を削除するには

1. https://console.aws.amazon.com/grafana/ で Amazon マネージド Grafana コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [メニューバス] アイコンを選択します。
3. Grafana エンタープライズライセンスを選択してください。
4. [auto 更新をキャンセル] を選択します。
5. ボックス内の情報を読み、[auto 更新をキャンセル] を選択します。

これにより、次の請求サイクルでの Grafana Enterprise のサブスクリプションがキャンセルされま
す。

6. 前述の手順に従って、各ワークスペースから Grafana Enterprise ライセンスを削除します。これによ
り、ワークスペースごとのユーザーごとのGrafana Enterprise料金の発生が直ちに停止されます。
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タグ付け
タグは、ユーザーまたは AWS が AWS リソースに割り当てるカスタム属性ラベルです。各 AWS タグは 2 
つの部分で構成されます:

• タグキー (例: CostCenter、Environment、Project、Secret)。タグキーでは、大文字と小文字が
区別されます。

• タグ値として知られるオプションのフィールド (例:、111122223333Production、チーム名など)。タ
グ値を省略すると、空の文字列を使用した場合と同じになります。タグキーと同様に、タグ値は大文字
と小文字が区別されます。

これらは共にキーバリューのペアと呼ばれます。1 つの最大 50 個のタグには、最大 50 個の最大 50 個の
タグを最大 50 個のタグを割り当てることができます。

タグを使用すると、AWS リソースの特定と整理に役立ちます。多くの AWS のサービスではタグ付けがサ
ポートされるため、さまざまなサービスからリソースに同じタグを割り当てて、リソースの関連を示すこ
とができます。例えば、同じタグを、Amazon マネージド Grafana ワークスペースに割り当てることがで
きます。タグ付け戦略の詳細については、AWS一般的なリファレンスガイドの「AWSリソースのタグ付
け」を参照してください。

Amazon マネージド Grafana はワークスペースのタグ付けをサポートしています。コンソール、API ま
たは SDK を使用して、これらのリソースのタグの追加、管理、削除ができます。AWSタグを使用して
ワークスペースを識別、整理、追跡するだけでなく、IAM ポリシーのタグを使って、Amazon Managed 
Grafana リソースを表示および操作できるユーザーを制御することもできます。タグベースのアクセスコ
ントロールの詳細については、IAM ユーザーガイドの「AWSタグを使用したリソースへのアクセスの制
御」を参照してください。

タグ制限

タグには以下のベーシックな制限があります。

• 各リソースには、最大 50 個のタグを設定できます。
• タグキーは、リソースごとにそれぞれ一意である必要があります。また、各タグキーに設定できる値は 

1 つのみです。
• タグキーの最大長は UTF-8 で 128 Unicode 文字です。
• タグ値の最大長は UTF-8 で 256 Unicode 文字です。
• 複数の AWS サービス間およびリソース間でタグ付けスキーマを使用する場合、他のサービスでも許

可される文字に制限が適用されることがあるのでご注意ください。一般的に使用が許可される文字
は、UTF-8 対応の文字、数字、スペースと、文字 (.: + = @ _/-) (ハイフン) です。

• タグのキーと値は大文字と小文字が区別されます。ベストプラクティスとして、タグを大文字にす
るための戦略を決定し、その戦略をすべてのリソースタイプにわたって一貫して実装します。たとえ
ば、Costcenter、costcenter、CostCenter を使用するかどうかを決定し、すべてのタグに同じ規
則を使用します。大文字と小文字の扱いについて、同様のタグに整合性のない規則を使用することは避
けてください。

• aws:AWS:、またはその大文字または小文字の組み合わせを、AWSキーまたは値のプレフィックスとし
て使用しないでください。これらは AWS 使用のためにのみ予約されています。このプレフィックスが
含まれるタグのキーや値を編集または削除することはできません。このプレフィックスを持つタグは、 
tags-per-resource制限時には計算されません。
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タグ付け制限の詳細については、『AWS一般リファレンスガイド』の「AWSリソースへのタグ付け」を参
照してください。

ワークスペースのタグ付け
このセクションの手順を使用して、Amazon マネージド Grafana ワークスペースのタグを処理します。

ワークスペースにタグを追加します
Amazon マネージド Grafana ワークスペースにタグ (キーと値のペア) を追加すると、AWSリソースを識
別して整理しやすくなります。まず、ワークスペースに 1 つ以上のタグを追加し、IAM ポリシーを作成し
て、それらのタグに基づいてワークスペースへのアクセスを管理できます。コンソールまたはAWS CLI を
使用して、Amazon マネージド Grafana ワークスペースにタグを追加できます。

Important

ワークスペースにタグを追加すると、そのワークスペースへのアクセスに影響を与える可能性が
あります。ワークスペースにタグを追加する前に、タグを使用してリソースへのアクセスをコン
トロールする可能性のある IAM ポリシーを必ず確認してください。

Amazon マネージド Grafana ワークスペースの作成時にタグを追加する方法について詳細は、Amazon マ
ネージド Grafana ユーザーガイドのを参照してくださいワークスペースの作成 (p. 22)。

Console

コンソールを使用して、Amazon マネージド Grafana ワークスペースに 1 つ以上のタグを追加できま
す。

1. https://console.aws.amazon.com/grafana/ で Amazon マネージド Grafana コンソールを開きま
す。

2. 左側のナビゲーションペインで、メニューアイコンを選択します。
3. [すべてのワークスペース] を選択します。
4. 管理するワークスペースのワークスペース ID を選択します。
5. [タグ] タブを選択します。
6. [Manage tags] (タグの管理) を選択します。
7. [Key] フィールドに、タグの名前を入力します。[Value] フィールドでは、任意でタグに値を追加

できます。
8. (オプション) 別のタグを追加するには、[Add tag] を選択します。
9. タグの追加を完了したら、[Save changes] を選択します。

CLI

AWSCLI を使用して Amazon マネージド Grafana ワークスペースに 1 つ以上のタグを追加します。

• 端末またはコマンドラインで、tag-resourceコマンドを実行して、タグを追加するワーク
スペースの Amazon リソースネーム (ARN) を指定し、追加するタグキーとタグ値を指定しま
す。ワークスペースには複数のタグを追加できます。たとえば、Grafana ワークスペース My-
Workspace に、タグ値が my_key_value の Name という名前のタグキーをタグ付けするには、
次のコマンドを実行します。

aws grafana tag-resource --resource-arn arn:aws:grafana:us-
west-2:123456789012:workspace/My-Workspace --tags "key=Name, value=my_key_value"  
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ワークスペースのタグを表示する
Amazon マネージド Grafana ワークスペースに関連付けられたタグを表示できます。タグ付け戦略の詳細
については、AWS一般リファレンスの「AWSリソースのタグ付け」を参照してください。

Console

コンソールを使用して、Amazon マネージド Grafana ワークスペースに関連付けられたタグを表示で
きます。

1. https://console.aws.amazon.com/grafana/ で Amazon マネージド Grafana コンソールを開きま
す。

2. 左側のナビゲーションペインで、メニューアイコンを選択します。
3. [すべてのワークスペース] を選択します。
4. 管理するワークスペースのワークスペース ID を選択します。
5. [タグ] タブを選択します。

CLI

AWSAWSAmazon Managed GrafanaCLIを使用してワークスペースのタグを表示するには、次の手順
に従います。タグが追加されていない場合、返されるリストは空になります。

ターミナルまたはコマンドラインで、list-tags-for-resource コマンドを実行します。例えば、ワークス
ペースのタグキーとタグ値の一覧を表示するには、次のコマンドを実行します。

aws grafana list-tags-for-resource --resoure-arn arn:aws:grafana:us-west-2:/
workspaces/workspace-IDstring

成功した場合、このコマンドは次のような情報を返します。

    { 
    "tags": { 
        "Status": "Secret", 
        "Team": "My-Team" 
        } 
    } 
      

ワークスペースのタグを編集する
ワークスペースに関連付けられたタグの値を追加して、TagResource API を使用して 1 つ以上の呼び出
しで変更できます。既存のタグのキーを更新するには、UntagResourceとTagResource API を組み合わ
せる必要があります。

Important

Amazon マネージド Grafana ワークスペースのタグを編集すると、そのワークスペースへのアク
セスに影響を与える可能性があります。ワークスペースのタグを編集する前に、タグのキーや値
を使用してリポジトリなどのリソースへのアクセスをコントロールする可能性のある IAM ポリ
シーを必ず確認してください。

Console

コンソールを使用して、Amazon マネージド Grafana ワークスペースに関連付けられたタグを編集で
きます。
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1. Grafana コンソールで Amazon マネージド Grafana コンソールを開きます。
2. 左側のナビゲーションペインで、メニューアイコンを選択します。
3. [すべてのワークスペース] を選択します。
4. 管理するワークスペースのワークスペース ID を選択します。
5. [タグ] タブを選択します。
6. [Manage tags] (タグの管理) を選択します。
7. [Key] フィールドに、タグの名前を入力します。[Value] フィールドに、任意でタグに値を追加で

きます。
8. タグを編集し終えたら、[Save changes] を選択します。

CLI

AWS CLIを使用してワークスペースのタグを更新するには、次の手順に従います。既存のキーの値を
変更したり、別のキーを追加できます。

端末またはコマンドラインで、tag-resource コマンドを実行して、タグを更新するAmazon リソース
ネーム (ARN) を指定し、タグを更新するAmazon リソースネーム (ARN) を指定し、タグキーとタグ値
を指定します。

たとえば、タグの値を key_Value_new ##############、次のコマンドを実行します。

aws grafana tag-resource \ 
    --resource-arn arn:aws:grafana:us-west-2:123456789012:workspace/workspace-IDstring
 \ 
    --tags "key=Name, value=Key_value_new"

タグのキーを Name_new という新しい名前に変更するには、次のコマンドを実行します。

aws grafana untag-resource --resource-arn arn:aws:grafana:us-
west-2:123456789012:workspace/workspace-IDstring --tags key=Name
aws grafana tag-resource --resource-arn arn:aws:grafana:us-
west-2:123456789012:workspace/workspace-IDstring --tags "key=Name_new, 
 value=Key_value_old" 
      

ワークスペースからタグを削除する
ワークスペースに関連付けられた 1 つ以上のタグを削除できます。タグを削除しても、そのタグに関連付
けられた他の AWS リソースからタグを削除することにはなりません。

Important

Amazon マネージド Grafana ワークスペースからタグを削除すると、そのワークスペースへのア
クセスに影響する可能性があります。ワークスペースからタグを削除する前に、タグのキーや値
を使用してワークスペースなどのリソースへのアクセスをコントロールする可能性のある IAM ポ
リシーを必ず確認してください。

Console

コンソールを使用してタグとワークスペースとの関連付けを解除できます。

1. Grafana コンソールで Amazon マネージド Grafana コンソールを開きます。
2. 左側のナビゲーションペインで、メニューアイコンを選択します。
3. [すべてのワークスペース] を選択します。
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4. 管理するワークスペースのワークスペース ID を選択します。
5. [タグ] タブを選択します。
6. [Manage tags] (タグの管理) を選択します。
7. 削除するタグを見つけ、[Remove] を選択します。
8. タグを削除し終えたら、[Save changes] を選択します。

CLI

AWS CLIを使用してワークスペースからタグを削除するには、次の手順に従います。タグを削除して
も他のリソースからタグを削除することにはなりません。タグとワークスペースとの関連付けが解除
されるだけです。

Note

Amazon マネージド Grafana ワークスペースを削除すると、関連付けられたすべてのタグが
削除されたワークスペースから解除されます。ワークスペースを削除する前にタグを削除す
る必要はありません。

ターミナルまたはコマンドラインで、untag-resource コマンドを実行して、タグを削除するワークス
ペースの Amazon リソースネーム (ARN) を指定し、削除するタグの Amazon リソースネーム (ARN) 
を指定し、削除するタグの Amazon リソースネーム (ARN) を指定し、削除するタグの Amazon リ
ソースネーム (ARN) を指定します。たとえば、Workspace-IDString ################# Name
というタグキーで削除するには、次のコマンドを実行します。

aws grafana untag-resource --resoure-arn arn:aws:grafana:us-west-2:/
workspaces/workspace-IDstring --tag-keys Name

成功すると、このコマンドは空のレスポンスを返します。ワークスペースに関連するタグが削除され
たことを確認するには、list-tags-for-resourceコマンドを実行します。
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Amazon Managed Grafana
AWS では、クラウドセキュリティを最優先事項としています。AWS のユーザーは、セキュリティを最も
重視する組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャを利用でき
ます。

セキュリティは、AWS とユーザーの間の責任共有です。責任共有モデルでは、これをクラウドのセキュリ
ティおよびクラウド内のセキュリティと説明しています。

• クラウドのセキュリティ - AWS は、AWS クラウドで AWS のサービスを実行するインフラストラク
チャを保護する責任を負います。また、AWS は、使用するサービスを安全に提供します。AWS コンプ
ライアンスプログラムの一環として、サードパーティーの監査が定期的にセキュリティの有効性をテス
トおよび検証しています。http://aws.amazon.com/compliance/services-in-scope/

• クラウド内のセキュリティ - ユーザーの責任は、使用する AWS のサービスに応じて異なります。ま
た、ユーザーは、データの機密性、企業要件、および適用法令と規制などのその他要因に対する責任も
担います。

このドキュメントは、Amazon Managed Grafana 以下のトピックでは、セキュリティとコンプライアンス
の目的を満たすように Amazon Managed Grafana また、Amazon Managed GrafanaAWS

トピック
• AWS でのデータ保護 (p. 696)
• Amazon Managed Grafana のIdentity and Access Management (p. 697)
• AWSデータソースの Amazon マネージド Grafana の権限とポリシー (p. 725)
• IAM 許可 (p. 732)
• Amazon Mager Grafana 検証 (p. 733)
• Amazon Managed Grafana の耐障害性 (p. 734)
• Amazon マネージドGrafana のインフラストラクチャセキュリティ (p. 734)
• を使用した Amazon Managed Grafana API コールコールコールのログ記録AWS CloudTrail (p. 734)
• セキュリティベストプラクティス (p. 751)
• インターフェイス VPC エンドポイント (p. 751)

AWS でのデータ保護
AWShttp://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/ Amazon Managed Grafana のデー
タ保護に適用されます。このモデルで説明されているように、AWS は、AWS クラウド のすべてを実行
するグローバルインフラストラクチャを保護する責任を負います。顧客は、このインフラストラクチャ
でホストされているコンテンツに対する管理を維持する責任があります。このコンテンツには、使用され
る AWS のサービス のセキュリティ構成と管理タスクが含まれます。データプライバシーの詳細につい
ては、「データプライバシーのよくある質問」を参照してください。欧州でのデータ保護の詳細について
は、AWS セキュリティブログに投稿された「AWS 責任共有モデルおよび GDPR」のブログ記事を参照し
てください。

データを保護するため、AWS アカウント の認証情報を保護し、AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) または AWS Identity and Access Management (IAM) を使用して個々のユーザーを
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セットアップすることをお勧めします。この方法により、それぞれのジョブを遂行するために必要なアク
セス許可のみを各ユーザーに付与できます。また、次の方法でデータを保護することをお勧めします。

• 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。
• SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 をお勧めします。
• AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
• AWS のサービス 内でデフォルトである、すべてのセキュリティ管理に加え、AWS の暗号化ソリュー

ションを使用します。
• Amazon Macie などの高度なマネージドセキュリティサービスを使用します。これらは、Amazon S3 に

保存されている機密データの検出と保護を支援します。
• コマンドラインインターフェイスまたは API を使用して AWS にアクセスするときに FIPS 140−2 検証

済みの暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。利用可能な FIPS エンド
ポイントの詳細については、連邦情報処理規格 (FIPS) 140-2を参照してください。

顧客の E メールアドレスなどの機密情報は、タグや Name フィールドなどの自由形式のテキストフィール
ドに格納しないことを強くお勧めします。これには、コンソール、API、またはAWS SDKAWS のサービ
ス を使用して Amazon ManedededGrafana またはその他ので作業する場合が含まれます。AWS CLI名前
に使用する自由記述のテキストフィールドやタグに入力したデータは、課金や診断ログに使用される場合
があります。外部サーバーへ URL を供給する場合は、そのサーバーへのリクエストを検証するために、認
証情報を URL に含めないことを強くお勧めします。

Amazon Medure Grafana でのデータ保護
Amazon Managed Grafana は、以下の各タイプのデータを収集および保存します。

• Grafana ワークスペース用のお客様提供のダッシュボードとアラート設定。
• ワークスペースに保存した Grafana ダッシュボードのスナップショット。
• GrafanaAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ワークスペースへのアクセス権が

付与されているユーザーのリスト。ユーザーのユーザー名とメールアドレスを含みます。

Amazon マネージド Grafana が保存するデータは暗号化されていますAWS Key Management Service。転
送中のデータは Secure Layer (SSL) で自動的に暗号化されます。

Amazon Managed Grafana のIdentity and Access 
Management

AWS Identity and Access Management (IAM) は、管理者が AWS リソースへのアクセスを安全に制御する
ために役立つ AWS のサービス です。IAM 管理者は、(サインインを) 認証 (サインイン) し、誰に Amazon 
Managed Grafana リソースの使用を承認する (アクセス許可を付与する) かを制御します。IAM は、追加費
用なしで使用できる AWS のサービス です。

トピック
• 対象者 (p. 698)
• アイデンティティを使用した認証 (p. 698)
• ポリシーを使用したアクセスの管理 (p. 701)
• Amazon Managed Grafana と IAM の連携 (p. 702)
• Amazon Managed Grafana のアイデンティティベースのポリシー例 (p. 707)
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• AWSAmazon マネージGrafana (p. 710)
• Amazon Managed Grafana のアイデンティティとアクセスに関するトラブルシューティン

グ (p. 720)
• サービス間の混乱した代理の防止 (p. 721)
• Amazon Managed Grafana でのサービスにリンクされたロールの使用 (p. 722)

対象者
AWS Identity and Access Management(IAM) の使用方法は、Amazon Managed Grafana で行う作業に応じ
て異なります。

サービスユーザー — 業務を行うために Amazon Managed Grafana のサービスを使用する場合は、管理者
から必要な認証情報と許可が提供されます。さらに多くの Amazon Managed Grafana の機能が増えるにつ
れて、追加のアクセス許可が必要になることがあります。アクセスの管理方法を理解しておくと、管理者
に適切な許可をリクエストするうえで役立ちます。Amazon Managed Grafana の機能にアクセスできない
場合は、「」を参照してくださいAmazon Managed Grafana のアイデンティティとアクセスに関するトラ
ブルシューティング (p. 720)。

サービス管理者 — 社内の Amazon Managed Grafana のリソースを担当している場合、通常、Amazon 
Managed Grafana へのフルアクセスがあります。サービスのユーザーがどの Amazon Managed Grafana 
機能やリソースにアクセスするかを決めるのは管理者の仕事です。その後、IAM 管理者にリクエストを送
信して、サービスユーザーの許可を変更する必要があります。このページの情報を確認して、IAM の基本
概念を理解してください。会社で Amazon Managed Grafana で IAM を利用する方法の詳細については、
「」を参照してくださいAmazon Managed Grafana と IAM の連携 (p. 702)。

IAM 管理者 — 管理者は、Amazon Managed Grafana へのアクセスを管理するポリシーの作成方法の詳細
について確認する場合があります。IAM で使用できる Amazon Managed Grafana のアイデンティティベー
スのポリシーの例は、「」でご確認くださいAmazon Managed Grafana のアイデンティティベースのポリ
シー例 (p. 707)。

アイデンティティを使用した認証
認証とは、アイデンティティ認証情報を使用して AWS にサインインする方法です。ユーザーは、AWS ア
カウントのルートユーザー として、または IAM ロールを引き受けることによって、認証済み (AWS にサ
インイン済み) である必要があります。

ID ソースから提供された認証情報を使用して、フェデレーティッドアイデンティティとして AWS にサイ
ンインできます。 AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)フェデレーティッドアイデ
ンティティの例としては、(IAM Identity Center) ユーザー、会社のシングルサインオン認証、Google また
は Facebook の認証情報などがあります。フェデレーティッドアイデンティティとしてサインインする場
合、IAM ロールを使用して、前もって管理者により ID フェデレーションが設定されています。フェデレー
ションを使用して AWS にアクセスする場合、間接的にロールを引き受けることになります。

ユーザーのタイプに応じて、AWS Management Console または AWS アクセスポータルにサインインでき
ます。AWS へのサインインの詳細については、AWS サインイン ユーザーガイドの「AWS アカウント に
サインインする方法」を参照してください。

プログラムを使用して AWS にアクセスする場合、AWS は software development kit (SDK) とコマンドラ
インインターフェイス (CLI) を提供して、認証情報を使用しリクエストに暗号で署名します。AWS ツール
を使用しない場合は、リクエストに自分で署名する必要があります。自分でリクエストに署名するための
推奨される方法については、「AWS 全般のリファレンス」の「署名バージョン 4 の署名プロセス」を参
照してください。

使用する認証方法を問わず、セキュリティ情報の提供を追加でリクエストされる場合もあります。例え
ば、AWS は、アカウントのセキュリティを強化するために多要素認証 (MFA) を使用することをお勧め
します。詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイ
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ド」の「Multi-factor authentication」(多要素認証) および「IAM ユーザーガイド」の「AWS での多要素認
証 (MFA) の使用」を参照してください。

AWS アカウント ルートユーザー
AWS アカウント を作成する場合は、このアカウントのすべての AWS のサービス とリソースに対して
完全なアクセス権を持つ 1 つのサインインアイデンティティから始めます。この ID は AWS アカウント
ルートユーザーと呼ばれ、アカウントの作成に使用した E メールアドレスとパスワードでサインインする
ことによってアクセスできます。日常的なタスクには、ルートユーザーを使用しないことを強くお勧めし
ます。ルートユーザーの認証情報を保護し、それらを使用してルートユーザーのみが実行できるタスクを
実行します。ルートユーザーとしてサインインする必要があるタスクの完全なリストについては、「AWS 
Account Management 全般のリファレンスガイド」の「ルートユーザー認証情報が必要なタスク」を参照
してください。

フェデレーティッド ID
ベストプラクティスとして、管理者アクセスを必要とするユーザーを含む人間のユーザーに対し、ID プロ
バイダーとのフェデレーションを使用して、一時的な認証情報の使用により、AWS のサービス にアクセ
スすることを要求します。

フェデレーティッド ID は、エンタープライズユーザーディレクトリ、ウェブ ID プロバイダー、AWS 
Directory Service、Identity Center ディレクトリのユーザーか、または ID ソースから提供された認証情報
を使用して AWS のサービス にアクセスするユーザーです。フェデレーティッド ID が AWS アカウント 
にアクセスすると、ロールが継承され、ロールは一時的な認証情報を提供します。

アクセスを一元管理する場合は、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) を使用す
ることをお勧めします。IAM Identity Center でユーザーとグループを作成するか、すべての AWS アカウ
ント とアプリケーションで使用するために、独自の ID ソースで一連のユーザーとグループに接続して同
期することもできます。IAM Identity Center の詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「What is IAM Identity Center?」(IAM Identity Center とは) を参
照してください。

IAM ユーザーとグループ
IAM ユーザーは、1 人のユーザーまたは 1 つのアプリケーションに対して特定の許可を持つ AWS アカ
ウント 内のアイデンティティです。可能であれば、パスワードやアクセスキーなどの長期的な認証情報
を保有する IAM ユーザーを作成する代わりに、一時的な認証情報を使用することをお勧めします。ただ
し、IAM ユーザーとの長期的な認証情報が必要な特定のユースケースがある場合は、アクセスキーをロー
テーションすることをお勧めします。詳細については、IAM ユーザーガイドの「長期的な認証情報を必要
とするユースケースのためにアクセスキーを定期的にローテーションする」を参照してください。

IAM グループは、IAM ユーザーの集団を指定するアイデンティティです。グループとしてサインイン
することはできません。グループを使用して、複数のユーザーに対して一度に許可を指定できます。
多数のユーザーグループがある場合、グループを使用することで許可の管理が容易になります。例え
ば、IAMAdmins という名前のグループを設定して、そのグループに IAM リソースを管理する許可を与え
ることができます。

ユーザーは、ロールとは異なります。ユーザーは 1 人の人または 1 つのアプリケーションに一意に関連
付けられますが、ロールはそれを必要とする任意の人が引き受けるようになっています。ユーザーには
永続的な長期の認証情報がありますが、ロールでは一時的な認証情報が提供されます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザー (ロールではなく) の作成が適している場合」を参照してくださ
い。

IAM ロール
IAM ロールは、特定の許可を持つ、AWS アカウント 内のアイデンティティです。これは IAM ユーザーに
似ていますが、特定のユーザーには関連付けられていません。ロールを切り替えることによって、AWS 

699

https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/enable-mfa.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_mfa.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_mfa.html
https://docs.aws.amazon.com/accounts/latest/reference/root-user-tasks.html
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_users.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html#rotate-credentials
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html#rotate-credentials
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_groups.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id.html#id_which-to-choose
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_use_switch-role-console.html


Amazon Managed Grafana ユーザーガイド
アイデンティティを使用した認証

Management Console で IAM ロールを一時的に引き受けることができます。ロールを引き受けるに
は、AWS CLI または AWS API オペレーションを呼び出すか、カスタム URL を使用します。ロールを使
用する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールの使用」を参照してください。

IAM ロールと一時的な認証情報は、次の状況で役立ちます。

• フェデレーティッドユーザーアクセス – フェデレーティッドアイデンティティに許可を割り当てるに
は、ロールを作成してそのロールの許可を定義します。フェデレーティッドアイデンティティが認証
されると、そのアイデンティティはロールに関連付けられ、ロールで定義されている許可が付与されま
す。フェデレーションの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「Creating a role for a third-party 
Identity Provider」(サードパーティーアイデンティティプロバイダー向けロールの作成) を参照してく
ださい。IAM アイデンティティセンターを使用する場合、許可セットを設定します。アイデンティティ
が認証後にアクセスできるものを制御するため、IAM Identity Center は、アクセス許可セットを IAM の
ロールに関連付けます。アクセス許可セットの詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor 
to AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「アクセス許可セット」を参照してください。

• 一時的な IAM ユーザー許可 - IAM ユーザーまたはロールは、特定のタスクに対して複数の異なる許可を
一時的に IAM ロールで引き受けることができます。

• クロスアカウントアクセス - IAM ロールを使用して、自分のアカウントのリソースにアクセスすること
を、別のアカウントの人物 (信頼済みプリンシパル) に許可できます。クロスアカウントアクセスを許可
する主な方法は、ロールを使用することです。ただし、一部の AWS のサービス では、(ロールをプロキ
シとして使用する代わりに) リソースにポリシーを直接添付できます。クロスアカウントアクセスにお
けるロールとリソースベースのポリシーの違いについては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールと
リソースベースのポリシーとの相違点」を参照してください。

• クロスサービスアクセス - 一部の AWS のサービス では、他の AWS のサービス の機能を使用します。
例えば、サービスで呼び出しを行うと、通常そのサービスによって Amazon EC2 でアプリケーションが
実行されたり、Amazon S3 にオブジェクトが保存されたりします。サービスでは、呼び出し元プリンシ
パルの許可、サービスロール、またはサービスにリンクされたロールを使用してこれを行う場合があり
ます。
• プリンシパル許可 - IAM ユーザーまたはロールを使用して AWS でアクションを実行する場合、その

ユーザーはプリンシパルと見なされます。ポリシーによって、プリンシパルに許可が付与されます。
一部のサービスを使用する際に、アクションを実行することで、別のサービスの別のアクションがト
リガーされることがあります。この場合、両方のアクションを実行するための許可が必要です。アク
ションがポリシーで追加の依存アクションを必要とするかどうかを確認するには、「サービス認証リ
ファレンス」の「Amazon Managed Grafana のアクション、リソース、および条件キー」を参照して
ください。

• サービスロール - サービスがユーザーに代わってアクションを実行するために引き受ける IAM ロー
ルです。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削除できます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「AWS のサービス にアクセス許可を委任するロールの作成」を参照して
ください。

• サービスにリンクされたロール - サービスにリンクされたロールは、AWS のサービス にリンクされ
たサービスロールの一種です。サービスは、ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き
受けることができます。サービスにリンクされたロールは、AWS アカウント に表示され、サービス
によって所有されます。IAM 管理者は、サービスにリンクされたロールの許可を表示できますが、編
集することはできません。

• Amazon EC2 で実行されているアプリケーション - EC2 インスタンスで実行され、AWS CLI または 
AWS API 要求を行っているアプリケーションの一時的な認証情報を管理するには、IAM ロールを使用
できます。これは、EC2 インスタンス内でのアクセスキーの保存に推奨されます。AWS ロールを EC2 
インスタンスに割り当て、そのすべてのアプリケーションで使用できるようにするには、インスタンス
にアタッチされたインスタンスプロファイルを作成します。インスタンスプロファイルにはロールが含
まれ、EC2 インスタンスで実行されるプログラムは一時的な認証情報を取得することができます。詳細
については、「IAM ユーザーガイド」の「Amazon EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションに 
IAM ロールを使用して許可を付与する」を参照してください。

IAM ロールと IAM ユーザーのどちらを使用するかについては、「IAM ユーザーガイド」の「(IAM ユー
ザーではなく) IAM ロールをいつ作成したら良いのか?」を参照してください。
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ポリシーを使用したアクセスの管理
AWS でアクセスをコントロールするには、ポリシーを作成して AWS アイデンティティまたはリソースに
アタッチします。ポリシーは AWS のオブジェクトであり、アイデンティティやリソースに関連付けて、
これらのアクセス許可を定義します。AWS は、プリンシパル (ユーザー、ルートユーザー、またはロー
ルセッション) がリクエストを行うと、これらのポリシーを評価します。ポリシーでの許可により、リク
エストが許可されるか拒否されるかが決まります。大半のポリシーは JSON ドキュメントとして AWS に
保存されます。JSON ポリシードキュメントの構造と内容の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の
「JSON ポリシー概要」を参照してください。

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプ
リンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

デフォルトでは、ユーザーやロールにアクセス許可はありません。IAM 管理者は、リソースで必要なアク
ションを実行するためのアクセス許可をユーザーに付与する IAM ポリシーを作成できます。その後、管理
者はロールに IAM ポリシーを追加し、ユーザーはロールを引き継ぐことができます。

IAM ポリシーは、オペレーションの実行方法を問わず、アクションの許可を定義します。例え
ば、iam:GetRole アクションを許可するポリシーがあるとします。このポリシーがあるユーザー
は、AWS Management Console、AWS CLI、または AWS API からロールの情報を取得できます。

アイデンティティベースのポリシー
アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーのグループ、ロールなど、アイデンティ
ティに添付できる JSON 許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが実行
できるアクション、リソース、および条件を制御します。アイデンティティベースのポリシーを作成する
方法については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

アイデンティティベースのポリシーは、さらにインラインポリシーまたはマネージドポリシーに分類でき
ます。インラインポリシーは、単一のユーザー、グループ、またはロールに直接埋め込まれます。マネー
ジドポリシーは、AWS アカウント 内の複数のユーザー、グループ、およびロールに添付できるスタンド
アロンポリシーです。マネージドポリシーには、AWS マネージドポリシーとカスタマーマネージドポリ
シーがあります。マネージドポリシーまたはインラインポリシーのいずれかを選択する方法については、
「IAM ユーザーガイド」の「マネージドポリシーとインラインポリシーの比較」を参照してください。

リソースベースのポリシー
リソースベースのポリシーは、リソースに添付する JSON ポリシードキュメントです。リソースベース
のポリシーには例として、IAM ロールの信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーがあげられます。
リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定の
リソースへのアクセスを制御できます。ポリシーが添付されているリソースの場合、指定されたプリン
シパルがそのリソースに対して実行できるアクションと条件は、ポリシーによって定義されます。リソー
スベースのポリシーで、プリンシパルを指定する必要があります。プリンシパルには、アカウント、ユー
ザー、ロール、フェデレーティッドユーザー、または AWS のサービス を含めることができます。

リソースベースのポリシーは、そのサービス内にあるインラインポリシーです。リソースベースのポリ
シーでは IAM の AWS マネージドポリシーは使用できません。

アクセスコントロールリスト (ACL)
アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロー
ル) がリソースにアクセスするための許可を持つかをコントロールします。ACL はリソースベースのポリ
シーに似ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。

Simple Storage Service (Amazon S3)、AWS WAF、および Amazon VPC は、ACL をサポートするサービ
スの例です。ACL の詳細については、「Amazon Simple Storage Service デベロッパーガイド」の「アク
セスコントロールリスト (ACL) の概要」を参照してください。
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その他のポリシータイプ
AWS では、その他の一般的ではないポリシータイプもサポートしています。これらのポリシータイプで
は、より一般的なポリシータイプで付与された最大の許可を設定できます。

• アクセス許可の境界 - アクセス許可の境界は、アイデンティティベースのポリシーによって IAM エン
ティティ (IAM ユーザーまたはロール) に付与できる許可の上限を設定する高度な機能です。エンティ
ティにアクセス許可の境界を設定できます。結果として得られるアクセス許可は、エンティティのアイ
デンティティベースポリシーとそのアクセス許可の境界の共通部分になります。Principal フィール
ドでユーザーまたはロールを指定するリソースベースのポリシーでは、アクセス許可の境界は制限され
ません。これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。アクセス許可
の境界の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM エンティティのアクセス許可の境界」を参
照してください。

• サービスコントロールポリシー (SCP) - SCP は、AWS Organizations で組織や組織単位 (OU) の最大許
可を指定する JSON ポリシーです。AWS Organizations は、顧客のビジネスが所有する複数の AWS ア
カウント をグループ化し、一元的に管理するサービスです。組織内のすべての機能を有効にすると、
サービスコントロールポリシー (SCP) を一部またはすべてのアカウントに適用できます。SCP はメン
バーアカウントのエンティティに対するアクセス許可を制限します (各 AWS アカウントのルートユー
ザー など)。Organizations と SCP の詳細については、AWS Organizations ユーザーガイドの「SCP の
仕組み」を参照してください。

• セッションポリシー - セッションポリシーは、ロールまたはフェデレーティッドユーザーの一時的な
セッションをプログラムで作成する際にパラメータとして渡す高度なポリシーです。結果としてセッ
ションの許可される範囲は、ユーザーまたはロールのアイデンティティベースポリシーとセッションポ
リシーの共通部分になります。また、リソースベースのポリシーから許可が派生する場合もあります。
これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。詳細については、IAM 
ユーザーガイドの「セッションポリシー」を参照してください。

複数のポリシータイプ
1 つのリクエストに複数のタイプのポリシーが適用されると、結果として作成される許可を理解するのが
さらに難しくなります。複数のポリシータイプが関連するとき、リクエストを許可するかどうかを AWS 
が決定する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「ポリシーの評価ロジック」を参照してく
ださい。

Amazon Managed Grafana と IAM の連携
IAM を使用して Amazon Managed Grafana で使用できる IAM 機能について理解しておく必要がありま
す。

Amazon Managed Grafana で使用できる IAM の機能

IAM 機能 Amazon Managed Grafana のサポート

アイデンティティベースのポリシー (p. 703) はい

リソースベースのポリシー (p. 703) いいえ

ポリシーアクション (p. 704) はい

ポリシーリソース (p. 704) はい

ポリシー条件キー (p. 705) いいえ

ACL (p. 705) いいえ

702

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_boundaries.html
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_about-scps.html
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_about-scps.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies.html#policies_session
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_evaluation-logic.html


Amazon Managed Grafana ユーザーガイド
Amazon Managed Grafana と IAM の連携

IAM 機能 Amazon Managed Grafana のサポート

ABAC (ポリシー内のタグ) (p. 706) はい

一時的な認証情報 (p. 706) はい

プリンシパル許可 (p. 707) はい

サービスロール (p. 707) はい

サービスにリンクされたロール (p. 707) いいえ

Amazon Managed GrafanaAWS のその他のサービスが大部分の IAM 機能とどのように動作するかに関す
るおまかな説明については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM 機能とどのように動作するAWSのサービ
ス」を参照してください。

Amazon Managed Grafana のアイデンティティベースのポリ
シー

アイデンティティベースのポリシーのサポート はい

アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーグループ、ロールなど、アイデンティティ
に添付できる JSON アクセス許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが
実行できるアクション、リソース、および条件を制御します。アイデンティティベースのポリシーを作成
する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

IAM アイデンティティベースのポリシーでは、許可または拒否するアクションとリソース、アクションを
許可または拒否する条件を指定できます。プリンシパルは、それが添付されているユーザーまたはロール
に適用されるため、アイデンティティベースのポリシーでは指定できません。JSON ポリシーで使用でき
るすべての要素について学ぶには、「IAM ユーザーガイド」の「IAM JSON ポリシーの要素のリファレン
ス」を参照してください。

Amazon Managed Grafana のアイデンティティベースのポリシー例

Amazon Managed Grafana でのアイデンティティベースのポリシーの例は、「」でご確認くださ
いAmazon Managed Grafana のアイデンティティベースのポリシー例 (p. 707)。

Amazon Managed Grafana 内のリソースベースのポリシー

リソースベースのポリシーのサポート いいえ

リソースベースのポリシーは、リソースにアタッチする JSON ポリシードキュメントです。リソースベー
スのポリシーには例として、IAM ロールの信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーがあげられま
す。リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定
のリソースへのアクセスを制御できます。ポリシーが添付されているリソースの場合、指定されたプリン
シパルがそのリソースに対して実行できるアクションと条件は、ポリシーによって定義されます。リソー
スベースのポリシーで、プリンシパルを指定する必要があります。プリンシパルには、アカウント、ユー
ザー、ロール、フェデレーティッドユーザー、または AWS のサービス を含めることができます。

クロスアカウントアクセスを有効にするには、全体のアカウント、または別のアカウントの IAM エンティ
ティを、リソースベースのポリシーのプリンシパルとして指定します。リソースベースのポリシーにクロ
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スアカウントのプリンシパルを追加しても、信頼関係は半分しか確立されない点に注意してください。プ
リンシパルとリソースが異なる AWS アカウント にある場合、信頼できるアカウントの IAM 管理者は、リ
ソースにアクセスするための許可をプリンシパルエンティティ (ユーザーまたはロール) に付与する必要も
あります。IAM 管理者は、アイデンティティベースのポリシーをエンティティにアタッチすることで許可
を付与します。ただし、リソースベースのポリシーで、同じアカウントのプリンシパルへのアクセス権が
付与されている場合は、ID ベースのポリシーをさらに付与する必要はありません。詳細については、IAM 
ユーザーガイドの「IAM ロールとリソースベースのポリシーとの相違点」を参照してください。

Amazon Managed Grafana のポリシーアクション

ポリシーアクションに対するサポート はい

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれが何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どの
プリンシパル がどの リソース に対してどのような 条件 下で アクション を実行できるかということで
す。

JSON ポリシーの Action 要素には、ポリシー内のアクセスを許可または拒否するために使用できるアク
ションが記述されます。ポリシーアクションの名前は通常、関連する AWS API オペレーションと同じで
す。一致する API オペレーションのない許可のみのアクションなど、いくつかの例外があります。また、
ポリシーに複数のアクションが必要なオペレーションもあります。これらの追加アクションは、依存アク
ションと呼ばれます。

このアクションは、関連付けられたオペレーションを実行するための許可を付与するポリシーで使用され
ます。

Amazon マネージド Grafana アクションのリストについては、『サービス認証リファレンス』の
「Amazon マネージド Grafana によって定義されたアクション」を参照してください。

Amazon Managed Grafana のポリシーアクションは、アクションの前に次のプレフィックスを使用しま
す。

grafana

単一のステートメントで複数のアクションを指定するには、アクションをカンマで区切ります。

"Action": [ 
      "grafana:action1", 
      "grafana:action2" 
         ]

Amazon Managed Grafana でのアイデンティティベースのポリシーの例は、「」でご確認くださ
いAmazon Managed Grafana のアイデンティティベースのポリシー例 (p. 707)。

Amazon Managed Grafana のポリシーリソース

ポリシーリソースに対するサポート はい

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれが何にアクセスできるかを指定できます。つまり、ど
のプリンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。
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Resource JSON ポリシー要素は、オブジェクトあるいはアクションが適用されるオブジェクトを指定し
ます。ステートメントには、Resource または NotResource 要素を含める必要があります。ベストプラ
クティスとして、Amazon リソースネーム (ARN) を使用してリソースを指定します。これは、リソースレ
ベルの許可と呼ばれる特定のリソースタイプをサポートするアクションに対して実行できます。

オペレーションのリスト化など、リソースレベルの許可をサポートしないアクションの場合は、ステート
メントがすべてのリソースに適用されることを示すために、ワイルドカード (*) を使用します。

"Resource": "*"

Amazon Managed Grafana のリソースタイプとその ARN のリストを確認するには、「サービス認証リ
ファレンス」の「Amazon Managed Grafana で定義されるリソース」を参照してください。どのアクショ
ンで各リソースの ARN を指定できるかについては、「Amazon Managed Grafana で定義されるアクショ
ン」を参照してください。

Amazon Managed Grafana でのアイデンティティベースのポリシーの例は、「」でご確認くださ
いAmazon Managed Grafana のアイデンティティベースのポリシー例 (p. 707)。

Amazon Managed Grafana のポリシー条件キー

サービス固有のポリシー条件キーのサポート いいえ

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプ
リンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

Condition 要素 (または Condition ブロック) を使用すると、ステートメントが有効な条件を指定でき
ます。Condition 要素はオプションです。イコールや未満などの条件演算子を使用して条件式を作成す
ることで、ポリシーの条件とリクエスト内の値を一致させることができます。

1 つのステートメントに複数の Condition 要素を指定する場合、または 1 つの Condition 要素に複数
のキーを指定する場合、AWS では AND 論理演算子を使用してそれらを評価します。単一の条件キーに複
数の値を指定する場合、AWS では OR 論理演算子を使用して条件を評価します。ステートメントの許可が
付与される前にすべての条件が満たされる必要があります。

条件を指定する際にプレースホルダー変数も使用できます。例えば IAM ユーザーに、IAM ユーザー名が
タグ付けされている場合のみリソースにアクセスできる許可を付与することができます。詳細について
は、IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシーの要素: 変数およびタグ」を参照してください。

AWS はグローバル条件キーとサービス固有の条件キーをサポートしています。すべての AWS グローバル
条件キーを確認するには、「IAM ユーザーガイド」の「AWS グローバル条件コンテキストキー」を参照し
てください。

Amazon Managed Grafana のアクセスコントロールリスト (ACL)

ACL のサポート いいえ

アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロー
ル) がリソースにアクセスするための許可を持つかを制御します。ACL はリソースベースのポリシーに似
ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。

705

https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws-arns-and-namespaces.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_amazonmanagedgrafana.html#amazonmanagedgrafana-resources-for-iam-policies
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_amazonmanagedgrafana.html#amazonmanagedgrafana-actions-as-permissions
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_amazonmanagedgrafana.html#amazonmanagedgrafana-actions-as-permissions
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_elements_condition_operators.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_variables.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_condition-keys.html


Amazon Managed Grafana ユーザーガイド
Amazon Managed Grafana と IAM の連携

Amazon Managed Grafana での属性ベースのアクセスコント
ロール (ABAC)

ABAC (ポリシー内のタグ) のサポート はい

Amazon マネージド Grafana は、リソースと ID ベースのタグ付けをサポートしています。

Amazon Managed Grafana リソースのタグ付けの詳細については、「」を参照してくださいワークスペー
スのタグ付け (p. 692)。

リソースのタグに基づいてリソースへのアクセスを制限するためのアイデンティティベースのポリシーの
例を表示するには、「AWSAmazon マネージGrafana (p. 710)」を参照してください。

属性ベースのアクセスコントロール (ABAC) は、属性に基づいてアクセス許可を定義する認可戦略で
す。AWS では、属性はタグと呼ばれます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール)、および多
数の AWS リソースに添付できます。エンティティとリソースのタグ付けは、ABAC の最初のステップで
す。その後、プリンシパルのタグがアクセスしようとしているリソースのタグと一致した場合に操作を許
可するように ABAC ポリシーをします。

ABAC は、急速に成長している環境でポリシー管理が面倒な状況に役立ちます。

タグに基づいてアクセスを管理するには、aws:ResourceTag/key-name、aws:RequestTag/key-
name、または aws:TagKeys の条件キーを使用して、ポリシーの 条件要素 でタグ情報を提供します。

サービスがすべてのリソースタイプに対して 3 つの条件キーすべてをサポートする場合、そのサービスの
値ははいです。サービスが一部のリソースタイプに対してのみ 3 つの条件キーすべてをサポートする場
合、値は部分的です。

ABAC の詳細については、IAM ユーザーガイドの「ABAC とは?」を参照してください。ABAC をセット
アップするステップを説明するチュートリアルについては、「IAM ユーザーガイド」の「属性に基づくア
クセスコントロール (ABAC) を使用する」を参照してください。

Amazon Managed Grafana でのテンポラリ認証情報の使用

一時認証情報のサポート はい

AWS のサービス には、一時認証情報を使用してサインインしても機能しないものがあります。一時的な
認証情報を利用できる AWS のサービス を含めた詳細情報については、IAM ユーザーガイドの「IAM と連
携する AWS のサービス」を参照してください。

ユーザー名とパスワード以外の方法で AWS Management Console にサインインする場合は、一時認証情
報を使用していることになります。例えば、会社の Single Sign-On (SSO) リンクを使用して AWS にアク
セスすると、そのプロセスは自動的に一時認証情報を作成します。また、ユーザーとしてコンソールにサ
インインしてからロールを切り替える場合も、一時認証情報が自動的に作成されます。ロールの切り替え
に関する詳細については、IAM ユーザーガイドの「ロールへの切り替え (コンソール)」を参照してくださ
い。

一時認証情報は、AWS CLI または AWS API を使用して手動で作成できます。作成後、一時認証情報を使
用して AWS にアクセスできるようになります。AWS は、長期的なアクセスキーを使用する代わりに、一
時認証情報を動的に生成することをお勧めします。詳細については、「IAM の一時的セキュリティ認証情
報」を参照してください。
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Amazon Managed Grafana のクロスサービスプリンシパル許可

プリンシパル許可のサポート はい

IAM ユーザーまたはロールを使用して AWS でアクションを実行するユーザーは、プリンシパルと見なさ
れます。ポリシーは、プリンシパルにアクセス許可を付与します。一部のサービスを使用する際に、アク
ションを実行することで、別のサービスの別のアクションがトリガーされることがあります。この場合、
両方のアクションを実行するための許可が必要です。アクションがポリシーで追加の依存アクションを必
要とするかどうかを確認するには、「サービス認証リファレンス」の「Amazon Managed Grafana のアク
ション、リソース、および条件キー」を参照してください。

Amazon Managed Grafana のサービスロール

サービスロールに対するサポート はい

サービスロールとは、サービスがユーザーに代わってアクションを実行するために引き受ける IAM ロール
です。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削除できます。詳細については、「IAM 
ユーザーガイド」の「AWS のサービス にアクセス許可を委任するロールの作成」を参照してください。

Warning

サービスロールの許可を変更すると、Amazon Managed Grafana の機能が破損する可能性があり
ます。Amazon Managed Grafana が指示する場合以外は、サービスロールを編集しないでくださ
い。

Amazon Managed Grafana のサービスにリンクされたロール

サービスリンクロールのサポート いいえ

サービスリンクロールは、AWS のサービスにリンクされているサービスロールの一種です。サービスは、
ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き受けることができます。サービスにリンクされた
ロールは、AWS アカウント に表示され、サービスによって所有されます。IAM 管理者は、サービスリン
クロールのアクセス許可を表示できますが、編集することはできません。

サービスリンクロールの作成または管理の詳細については、「IAM と提携する AWS のサービス」を参照
してください。表の中から、[Service-linked role] (サービスにリンクされたロール) 列に Yes と記載され
たサービスを見つけます。サービスにリンクされたロールに関するドキュメントをサービスで表示するに
は、[Yes] (はい) リンクを選択します。

Amazon Managed Grafana のアイデンティティベース
のポリシー例
デフォルトでは、ユーザーおよびロールには Amazon Managed Grafana リソースを作成または変更する
アクセス許可はありません。また、AWS Management Console、AWS Command Line Interface (AWS 
CLI)、または AWS API を使用してタスクを実行することもできません。IAM 管理者は、リソースで必要
なアクションを実行するためのアクセス許可をユーザーに付与する IAM ポリシーを作成できます。その
後、管理者はロールに IAM ポリシーを追加し、ユーザーはロールを引き継ぐことができます。
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これらサンプルの JSON ポリシードキュメントを使用して、IAM アイデンティティベースのポリシーを作
成する方法については、IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

リソースタイプごとの ARN の形式を含む、Amazon Managed Grafana で定義されるアクションとリソー
スタイプの詳細については、「サービス認証リファレンス」の「Amazon Managed Grafana のアクショ
ン、リソース、および条件キー」を参照してください。

トピック
• ポリシーのベストプラクティス (p. 708)
• Amazon Managed Grafana のコンソールを使用する (p. 708)
• Amazon Managed Grafana のサンプルポリシー (p. 709)

ポリシーのベストプラクティス
ID ベースのポリシーは、ユーザーのアカウント内で誰かが Amazon Managed Grafana リソースを作成、
アクセス、または削除できるどうかを決定します。これらのアクションを実行すると、AWS アカウント 
に追加料金が発生する可能性があります。アイデンティティベースポリシーを作成したり編集したりする
際には、以下のガイドラインと推奨事項に従ってください。

• AWS マネージドポリシーを使用して開始し、最小特権の許可に移行する – ユーザーとワークロードへ
の許可の付与を開始するには、多くの一般的なユースケースのために許可を付与する AWS マネージド
ポリシーを使用します。これらは AWS アカウント で使用できます。ユースケースに応じた AWS カス
タマーマネージドポリシーを定義することで、許可をさらに減らすことをお勧めします。詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「AWS マネージドポリシー」または「AWS ジョブ機能の管理ポリ
シー」を参照してください。

• 最小特権を適用する – IAM ポリシーで許可を設定するときは、タスクの実行に必要な許可のみを付与し
ます。これを行うには、特定の条件下で特定のリソースに対して実行できるアクションを定義します。
これは、最小特権アクセス許可とも呼ばれています。IAM を使用して許可を適用する方法の詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのポリシーとアクセス許可」を参照してください。

• IAM ポリシーで条件を使用してアクセスをさらに制限する – ポリシーに条件を追加して、アクション
やリソースへのアクセスを制限できます。例えば、ポリシー条件を記述して、すべてのリクエストを 
SSL を使用して送信するように指定することができます。また、AWS のサービス などの特定の AWS 
CloudFormation を介して使用する場合、条件を使用してサービスアクションへのアクセスを許可する
こともできます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の [IAM JSON policy elements: Condition]
(IAM JSON ポリシー要素：条件) を参照してください。

• IAM Access Analyzer を使用して IAM ポリシーを検証し、安全で機能的な許可を確保する - IAM Access 
Analyzer は、新規および既存のポリシーを検証して、ポリシーが IAM ポリシー言語 (JSON) および IAM 
のベストプラクティスに準拠するようにします。IAM Access Analyzer は 100 を超えるポリシーチェッ
クと実用的な推奨事項を提供し、安全で機能的なポリシーを作成できるようサポートします。詳細につ
いては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM Access Analyzer ポリシーの検証」を参照してください。

• 多要素認証 (MFA) を要求する – AWS アカウント で IAM ユーザーまたはルートユーザーを要求するシナ
リオがある場合は、セキュリティを強化するために MFA をオンにします。API オペレーションが呼び
出されるときに MFA を必須にするには、ポリシーに MFA 条件を追加します。詳細については、「IAM 
ユーザーガイド」の「MFA 保護 API アクセスの設定」を参照してください。

IAM でのベストプラクティスの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのセキュリティのベ
ストプラクティス」を参照してください。

Amazon Managed Grafana のコンソールを使用する
コンソールにアクセスするには、一連の最小限のアクセス許可が必要です。これらのアクセス許可によ
り、内のリソースの詳細をリストおよび表示できますAWS アカウント。最小限必要な許可よりも制限が厳
しいアイデンティティベースのポリシーを作成すると、そのポリシーを持つエンティティ (ユーザーまた
はロール) に対してコンソールが意図したとおりに機能しません。
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Amazon Managed Grafana のサンプルポリシー
このセクションには、Amazon Managed Grafana の複数のシナリオに役立つアイデンティティベースのポ
リシーが含まれています。

SAML を使用するGrafana 管理者

ユーザー認証に SAML を使用する場合、Amazon Managed Grafana を作成および管理する管理者には次の
ポリシーが必要です。

• AWSGrafanaAccountAdministratorまたは Amazon マネージド Grafana ワークスペースを作成および管
理するための同等の権限。

• AWSMarketplaceManageSubscriptionsポリシーまたは同等の権限 (Amazon マネージド Grafana ワーク
スペースを Grafana エンタープライズにアップグレードする場合)

IAM ID センターを使用する管理アカウントの Grafana 管理者

組織全体で Amazon Managed Grafana ワークスペースを作成および管理する
ためのアクセス権限を付与し、IAM ID Center などの依存関係を有効にするに
はAWSGrafanaAccountAdministrator、、AWSSSOMasterAccountAdministratorAWSSSODirectoryAdministratorと
ポリシーをユーザーに割り当てます。さらに、Amazon マネージド Grafana ワークスペースを Grafana エ
ンタープライズにアップグレードするには、ユーザーに AWSMarketplaceManageSubscriptionsIAM ポリ
シーまたは同等の権限が必要です。

Amazon Managed Grafana ワークスペースの作成時にサービス管理権限を使用する場合、ワークスペース
を作成するユーザーには、iam:CreateRoleiam:CreatePolicy、iam:AttachRolePolicyおよびの
権限も必要です。これらは、AWS CloudFormation StackSets 組織のアカウントのデータソースを読み取
ることを可能にするポリシーを展開するために使用する必要があります。

Important

ユーザーに、iam:CreateRole、iam:CreatePolicy、および iam:AttachRolePolicy アク
セス許可を付与すると、そのユーザーには、AWS アカウントへの完全な管理アクセス許可が与え
られます。たとえば、これらのアクセス許可を持つユーザーは、すべてのリソースに対する完全
なアクセス許可を持つポリシーを作成し、そのポリシーを任意のロールにアタッチできます。こ
れらのアクセス許可を付与するユーザーには十分注意してください。

に付与されている権限を確認するにはAWSGrafanaAccountAdministrator、AWS管理ポリシー: 
AWSGrafanaAccountAdministrator (p. 711)

IAM アイデンティティセンターを使用するメンバーアカウントの Grafana 管理者

組織のメンバーアカウントで Amazon Managed Grafana ワークスペースを作成および管理する権限を付与
するに
は、AWSGrafanaAccountAdministrator、AWSSSOMemberAccountAdministratorAWSSSODirectoryAdministratorと
ポリシーをユーザーに割り当てます。さらに、Amazon マネージド Grafana ワークスペースを Grafana エ
ンタープライズにアップグレードするには、ユーザーに AWSMarketplaceManageSubscriptionsIAM ポリ
シーまたは同等の権限が必要です。

Amazon Managed Grafana ワークスペースの作成時にサービス管理権限を使用する場合、ワークスペース
を作成するユーザーには、iam:CreateRoleiam:CreatePolicy、iam:AttachRolePolicyおよびの
権限も必要です。これらは、ユーザーがアカウント内のデータソースを読み取れるようにするために必要
です。

Important

ユーザーに、iam:CreateRole、iam:CreatePolicy、および iam:AttachRolePolicy アク
セス許可を付与すると、そのユーザーには、AWS アカウントへの完全な管理アクセス許可が与え
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られます。たとえば、これらのアクセス許可を持つユーザーは、すべてのリソースに対する完全
なアクセス許可を持つポリシーを作成し、そのポリシーを任意のロールにアタッチできます。こ
れらのアクセス許可を付与するユーザーには十分注意してください。

に付与されている権限を確認するにはAWSGrafanaAccountAdministrator、AWS管理ポリシー: 
AWSGrafanaAccountAdministrator (p. 711)

IAM ID Center を使用して、Amazon マネージド Grafana ワークスペースとユーザーを 1 つのス
タンドアロンアカウントで作成および管理します。

AWSスタンドアロンアカウントは、まだ組織のメンバーではないアカウントです。組織の詳細について
は、「組織とはAWS Organizations?」を参照してください。

スタンドアロンアカウントで Amazon Managed Grafana ワー
クスペースとユーザーを作成および管理する権限を付与するに
は、AWSGrafanaAccountAdministrator、AWSSSOMasterAccountAdministrator、AWSOrganizationsFullAccessAWSSSODirectoryAdministratorお
よびポリシーをユーザーに割り当てます。さらに、Amazon マネージド Grafana ワー
クスペースを Grafana エンタープライズにアップグレードするには、ユーザーに
AWSMarketplaceManageSubscriptionsIAM ポリシーまたは同等の権限が必要です。

Important

ユーザーに、iam:CreateRole、iam:CreatePolicy、および iam:AttachRolePolicy アク
セス許可を付与すると、そのユーザーには、AWS アカウントへの完全な管理アクセス許可が与え
られます。たとえば、これらのアクセス許可を持つユーザーは、すべてのリソースに対する完全
なアクセス許可を持つポリシーを作成し、そのポリシーを任意のロールにアタッチできます。こ
れらのアクセス許可を付与するユーザーには十分注意してください。

に付与されている権限を確認するにはAWSGrafanaAccountAdministrator、AWS管理ポリシー: 
AWSGrafanaAccountAdministrator (p. 711)

Amazon マネージド Grafana へのユーザーアクセスの割り当てと割り当て解除

アカウント内の Amazon Managed Grafana ワークスペースへの他のユーザーのアクセスを管理す
るアクセス権限を付与するには（それらのユーザーにワークスペースの Grafana 管理者権限を付
与することも含む）、AWSGrafanaWorkspacePermissionManagementそのユーザーにポリシー
を割り当てます。IAM Identity Center を使用してこのワークスペース内のユーザーを管理する場
合、AWSSSOReadOnlyAWSSSODirectoryReadOnlyユーザーにはおよびポリシーも必要です。

に付与されている権限を確認するにはAWSGrafanaWorkspacePermissionManagement、AWS管理ポリ
シー: AWSGrafanaWorkspacePermissionManagement  (p. 712)

Amazon Managed Grafana のアクセス許可

ワークスペースの一覧表示や表示、Grafana ワークスペースコ
ンソールを開くなどの読み取りアクションの権限を付与するに
は、AWSGrafanaConsoleReadOnlyAccess、AWSSSOReadOnlyAWSSSODirectoryReadOnlyとポリシー
をユーザーまたは IAM ロールに割り当てます。

に付与されている権限を確認するにはAWSGrafanaConsoleReadOnlyAccess、を参照してくださいAWS管
理ポリシー: AWSGrafanaConsoleReadOnlyAccess  (p. 713)。

AWSAmazon マネージGrafana
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ユーザー、グループ、ロールに許可を追加するには、自分でポリシーを作成するよりも、AWS マネー
ジドポリシーを使用する方が簡単です。チームに必要な許可のみを提供する IAM カスタマーマネージド
ポリシーを作成するには、時間と専門知識が必要です。すぐに使用を開始するために、AWS マネージ
ドポリシーを使用できます。これらのポリシーは、一般的なユースケースをターゲット範囲に含めてお
り、AWS アカウント で利用できます。AWS マネージドポリシーの詳細については、「IAM ユーザーガイ
ド」の「AWS マネージドポリシー」を参照してください。

AWS のサービスは、AWS マネージドポリシーを維持および更新します。AWS マネージドポリシーの許
可を変更することはできません。サービスでは、新しい機能を利用できるようにするために、AWS マネー
ジドポリシーに許可が追加されることがあります。この種類の更新は、ポリシーがアタッチされている、
すべてのアイデンティティ (ユーザー、グループおよびロール) に影響を与えます。新しい機能が立ち上
げられた場合や、新しいオペレーションが使用可能になった場合に、各サービスが AWS マネージドポリ
シーを更新する可能性が最も高くなります。サービスは、AWS マネージドポリシーから許可を削除しない
ため、ポリシーの更新によって既存の許可が破棄されることはありません。

さらに、AWS では、複数のサービスにまたがるジョブ機能のためのマネージドポリシーもサポートしてい
ます。例えば、ReadOnlyAccess AWS 管理ポリシーでは、すべての AWS のサービスおよびリソースへの
読み取り専用アクセスを許可します。あるサービスで新しい機能を立ち上げる場合は、AWS は、追加され
た演算とリソースに対し、読み込み専用の許可を追加します。ジョブ機能ポリシーのリストと説明につい
ては、IAM ユーザーガイドのジョブ機能の AWS 管理ポリシーを参照してください。

AWS管理ポリシー: AWSGrafanaAccountAdministrator

AWSGrafanaAccountAdministrator ポリシーにより、Amazon Managed Grafana にアクセスして、組織全
体のアカウントとワークスペースを作成および管理できます。

IAM AWSGrafanaAccountAdministrator エンティティにアタッチできます。

許可の詳細

このポリシーには、以下の許可が含まれています。

• iam— 管理者がロールをワークスペースに関連付けたり、Amazon Managed Grafana サービスにロール
を渡したりできるように、プリンシパルが IAM ロールを一覧表示して取得できるようにします。

• Amazon Managed Grafana— プリンシパルに Amazon マネージドGrafana API への読み取りおよび書
き込みアクセスをプリンシパルに許可するための読み取りおよび書き込みアクセスをプリンシパルに許
可します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AWSGrafanaOrganizationAdmin", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:ListRoles" 
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            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "GrafanaIAMGetRolePermission", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:GetRole", 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AWSGrafanaPermissions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "grafana:*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "GrafanaIAMPassRolePermission", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:PassRole", 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/*", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "iam:PassedToService": "grafana.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

AWS管理ポリシー: 
AWSGrafanaWorkspacePermissionManagement
AWSGrafanaWorkspacePermissionManagement ポリシーでは、Amazon Managed Grafana ワークスペー
スのユーザー権限とグループ権限のみを更新できます。

IAM AWSGrafanaWorkspacePermissionManagement エンティティにアタッチできます。

許可の詳細

このポリシーには、以下の許可が含まれています。

• Amazon Managed Grafana— プリンシパルが Amazon Managed Grafana ワークスペースのユーザー
およびグループの権限を読み取り、更新できるようにします。

• IAM Identity Center— プリンシパルが IAM ID センターのエンティティを読み取り、それらを 
Grafana ワークスペースに関連付けることができます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [{ 
            "Sid": "AWSGrafanaPermissions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "grafana:DescribeWorkspace", 
                "grafana:DescribeWorkspaceAuthentication", 
                "grafana:UpdatePermissions", 
                "grafana:ListPermissions", 
                "grafana:ListWorkspaces" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:grafana:*:*:/workspaces*" 
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        }, 
        { 
            "Sid": "IAMIdentityCenterPermissions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sso:DescribeRegisteredRegions", 
                "sso:GetSharedSsoConfiguration", 
                "sso:ListDirectoryAssociations", 
                "sso:GetManagedApplicationInstance", 
                "sso:ListProfiles", 
                "sso:AssociateProfile", 
                "sso:DisassociateProfile", 
                "sso:GetProfile", 
                "sso:ListProfileAssociations", 
                "sso-directory:DescribeUser", 
                "sso-directory:DescribeGroup" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

AWS管理ポリシー: AWSGrafanaConsoleReadOnlyAccess

AWSGrafanaConsoleReadOnlyAccess ポリシーは、Amazon マネージド Grafana の読み取り専用オペレー
ションへのアクセスを許可します。

IAM AWSGrafanaConsoleReadOnlyAccess エンティティにアタッチできます。

許可の詳細

このポリシーには、次の許可が含まれています。

• Amazon Managed Grafana— プリンシパルに Amazon マネージドGrafana API への読み取り専用アク
セスをプリンシパルに許可するための読み取り専用アクセスをプリンシパルに許可します。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "AWSGrafanaConsoleReadOnlyAccess", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": ["grafana:Describe*", "grafana:List*"], 
      "Resource": "*" 
    } 
  ]
}

AWS管理ポリシー: AmazonGrafanaRedshiftAccess

713



Amazon Managed Grafana ユーザーガイド
AWS マネージドポリシー

このポリシーは、Amazon Redshift と Amazon マネージド Grafana で Amazon Redshift プラグインを
使用するために必要な依存関係へのスコープアクセスを許可します。 AmazonGrafanaRedshiftAccess 
ポリシーにより、ユーザーまたは IAM ロールは Grafana の Amazon Redshift データソースプラグイン
を使用できます。Amazon Redshiftredshift_data_api_user データベースの一時認証情報はデー
タベースユーザーに限定され、シークレットにキーがタグ付けされていれば Secrets Manager からの
認証情報を取得できますRedshiftQueryOwner。このポリシーでは、のタグが付けられた Amazon 
RedshiftGrafanaDataSource: true クラスターへのアクセスを許可します。顧客管理ポリシーを作成
する場合、タグベースの認証はオプションです。

IAM AmazonGrafanaRedshiftAccess エンティティにアタッチできます。また、このポリシーはユーザーに
代わってアクションを実行できることを Amazon マネージドGrafana がユーザーに代わってアクションを
実行することを許可するためのサービスロールにも添付されます。

許可の詳細

このポリシーには、次の許可が含まれています。

• Amazon Redshift— プリンシパルがクラスターを記述し、という名前のデータベースユーザーの一時
的な認証情報を取得できるようにしますredshift_data_api_user。

• Amazon Redshift–data— プリンシパルがとしてタグ付けされたクラスターでクエリを実行できるよ
うにしますGrafanaDataSource。

• Secrets Manager— プリンシパルがシークレットを一覧表示したり、タグが付けられたシークレット
のシークレット値を読み取ったりできるようにしますRedshiftQueryOwner。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "redshift:DescribeClusters", 
        "redshift-data:GetStatementResult", 
        "redshift-data:DescribeStatement", 
        "secretsmanager:ListSecrets" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "redshift-data:DescribeTable", 
        "redshift-data:ExecuteStatement", 
        "redshift-data:ListTables", 
        "redshift-data:ListSchemas" 
      ], 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "Null": { 
          "aws:ResourceTag/GrafanaDataSource": "false" 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "redshift:GetClusterCredentials", 
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      "Resource": [ 
        "arn:aws:redshift:*:*:dbname:*/*", 
        "arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*/redshift_data_api_user" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "secretsmanager:GetSecretValue" 
      ], 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "Null": { 
          "secretsmanager:ResourceTag/RedshiftQueryOwner": "false" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

AWS マネージドポリシー: AmazonGrafanaAthenaAccess

このポリシーは、Amazon マネージド Grafana の Athena プラグインから Amazon S3 にクエ
リを実行して結果を書き込むために必要な依存関係と Athena へのアクセスを許可します。 
AmazonGrafanaAthenaAccessポリシーにより、ユーザーまたは IAM ロールは Grafana の Athena デー
タソースプラグインを使用できます。AthenaGrafanaDataSource: true ワークグループにアクセス
できるようにするには、タグを付ける必要があります。このポリシーには、名前のプレフィックスが付
いた Amazon S3 バケットにクエリ結果を書き込む権限が含まれていますgrafana-athena-query-
results-。Athena クエリの基になるデータソースにアクセスするための Amazon S3 権限は、このポリ
シーに含まれていません。

IAM エンティティに、 AWSGrafanaAthenaAccess このポリシーをアタッチできます。また、このポリ
シーはユーザーに代わってアクションを実行できることを Amazon マネージドGrafana がユーザーに代
わってアクションを実行することを許可するためのサービスロールにも添付されます。

許可の詳細

このポリシーには、次の許可が含まれています。

• Athena— プリンシパルが、というタグ付けされたワークグループの AthenaGrafanaDataSource リ
ソースに対するクエリの実行をプリンシパルに許可するためのサービスロールに許可します。

• Amazon S3— プリンシパルがプレフィックスが付いたバケットに対してクエリ結果を読み書きできる
ようにしますgrafana-athena-query-results-。

• AWS Glue— プリンシパルがAWS Glue データベース、テーブル、およびパーティションへのアクセ
スをプリンシパルに許可するためのサービスロールに許可します。これは、プリンシパルが Athena で
AWS Glue データカタログを使用するのに必要です。

{ 
 "Version": "2012-10-17", 
 "Statement": [ 
     { 
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         "Effect": "Allow", 
         "Action": [ 
             "athena:GetDatabase", 
             "athena:GetDataCatalog", 
             "athena:GetTableMetadata", 
             "athena:ListDatabases", 
             "athena:ListDataCatalogs", 
             "athena:ListTableMetadata", 
             "athena:ListWorkGroups" 
         ], 
         "Resource": [ 
             "*" 
         ] 
     }, 
     { 
         "Effect": "Allow", 
         "Action": [ 
             "athena:GetQueryExecution", 
             "athena:GetQueryResults", 
             "athena:GetWorkGroup", 
             "athena:StartQueryExecution", 
             "athena:StopQueryExecution" 
         ], 
         "Resource": [ 
             "*" 
         ], 
         "Condition": { 
             "Null": { 
                 "aws:ResourceTag/GrafanaDataSource": "false" 
             } 
         } 
     }, 
     { 
         "Effect": "Allow", 
         "Action": [ 
             "glue:GetDatabase", 
             "glue:GetDatabases",              
             "glue:GetTable", 
             "glue:GetTables", 
             "glue:GetPartition", 
             "glue:GetPartitions", 
             "glue:BatchGetPartition" 
         ], 
         "Resource": [ 
             "*" 
         ] 
     }, 
     { 
         "Effect": "Allow", 
         "Action": [ 
             "s3:GetBucketLocation", 
             "s3:GetObject", 
             "s3:ListBucket", 
             "s3:ListBucketMultipartUploads", 
             "s3:ListMultipartUploadParts", 
             "s3:AbortMultipartUpload", 
             "s3:CreateBucket", 
             "s3:PutObject", 
             "s3:PutBucketPublicAccessBlock" 
         ], 
         "Resource": [ 
             "arn:aws:s3:::grafana-athena-query-results-*" 
         ] 
     } 
 ]
} 
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AWS管理ポリシー: AmazonGrafanaCloudWatchAccess
このポリシーは、Amazon CloudWatch へのアクセス権と Amazon Managed Grafana CloudWatch 内の
データソースとして使用するために必要な依存関係を許可します。

IAM エンティティに、 AWSGrafanaCloudWatchAccess このポリシーをアタッチできます。また、このポ
リシーはユーザーに代わってアクションを実行できることを Amazon マネージドGrafana がユーザーに代
わってアクションを実行することを許可するためのサービスロールにも添付されます。

許可の詳細

このポリシーには、以下の許可が含まれています。

• CloudWatch— プリンシパルがメトリクスデータとログを一覧表示して Amazon から取得できるように
します CloudWatch。また、 CloudWatch ソースアカウントから共有されたデータをクロスアカウント
オブザーバビリティで表示することもできます。

• Amazon EC2— 監視対象のリソースに関する詳細情報をプリンシパルが取得できるようにします。
• Tags— プリンシパルがリソースのタグにアクセスして、 CloudWatch メトリッククエリをフィルタリ

ングできるようにします。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric", 
        "cloudwatch:DescribeAlarmHistory", 
        "cloudwatch:DescribeAlarms", 
        "cloudwatch:ListMetrics", 
        "cloudwatch:GetMetricStatistics", 
        "cloudwatch:GetMetricData", 
        "cloudwatch:GetInsightRuleReport" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "logs:DescribeLogGroups", 
        "logs:GetLogGroupFields", 
        "logs:StartQuery", 
        "logs:StopQuery", 
        "logs:GetQueryResults", 
        "logs:GetLogEvents" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "ec2:DescribeTags", 
        "ec2:DescribeInstances", 
        "ec2:DescribeRegions" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
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      "Action": "tag:GetResources", 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "oam:ListSinks", 
        "oam:ListAttachedLinks" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    } 
  ]
}

Amazon マネージド GrafanaAWS によるマネージドポリシーの
更新
AmazonAWS マネージドポリシーの更新に関する詳細を、このサービスがこれらの変更の追跡を開始し
てからの管理ポリシーの更新に関する詳細を表示します。このページの変更に関する自動通知について
は、Amazon Managed Grafana ドキュメント履歴ページの (p. 757) RSS フィードをサブスクライブして
ください。

変更 説明 日付

AmazonGrafanaCloudWatchAccess (p. 717)
- 新しいポリシー

Amazon マネージドGrafana が
新しいポリシーを追加しまし
たAmazonGrafanaCloudWatchAccess。

2023 年 3 月 24 日

AWSGrafanaWorkspacePermissionManagement (p. 712)
– 既存ポリシーへの更新。

Amazon Managed Grafana 
は、Active Directory 内
の IAM ID センターのユー
ザーとグループを Grafana
AWSGrafanaWorkspacePermissionManagementワー
クスペースに関連付けることが
できるように、新しいアクセス
権限を追加しました。

次の権限が追加さ
れました。sso-
directory:DescribeUser、sso-
directory:DescribeGroup

2023 年 3 月 14 日

AWSGrafanaWorkspacePermissionManagement (p. 712)
– 既存ポリシーへの更新。

Amazon マネージド Grafana 
には、IAM ID センターのユー
ザーとグループを Grafana
AWSGrafanaWorkspacePermissionManagementワー
クスペースに関連付けることが
できるように、新しいアクセス
権限が追加されました。

次の権限が追加されまし
た:sso:DescribeRegisteredRegionssso:GetSharedSsoConfiguration、sso:ListDirectoryAssociationssso:GetManagedApplicationInstance、sso:ListProfiles、sso:AssociateProfile、sso:DisassociateProfilesso:GetProfile、、sso:ListProfileAssociations、

2022 年 12 月 20 日

AmazonGrafanaServiceLinkedRolePolicy (p. 722)— 
新しい一眼レフカメラポリシー

Amazon マネージド Grafana 
に、Grafana サービスにリン
クされたロールに関する新

2022 年 11 月 18 日
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変更 説明 日付
しいポリシーが追加されまし
たAmazonGrafanaServiceLinkedRolePolicy。

AWSGrafanaAccountAdministrator (p. 711),
AWSGrafanaConsoleReadOnlyAccess (p. 713)

Amazon マネージドGrafana リ
ソースへのアクセスを許可する

2022 年 2 月 17 日

AmazonGrafanaRedshiftAccess (p. 713)
- 新しいポリシー

Amazon マネージドGrafana が
新しいポリシーを追加しまし
たAmazonGrafanaRedshiftAccess。

2021 年 11 月 26 日

AmazonGrafanaAthenaAccess (p. 715)
- 新しいポリシー

Amazon マネージドGrafana が
新しいポリシーを追加しまし
たAmazonGrafanaAthenaAccess。

2021 年 11 月 22 日

AWSGrafanaAccountAdministrator (p. 711)
– 既存ポリシーへの更新。

Amazon マネージドGrafana
AWSGrafanaAccountAdministratorか
ら権限を削除しました。

iam:CreateServiceLinkedRolesso.amazonaws.comサー
ビスに適用される権限が
削除されました。代わり
に、AWSSSOMasterAccountAdministratorこ
の権限をユーザーに付与するポ
リシーをアタッチすることをお
勧めします。

2021 年 10 月 13 日

AWSGrafanaWorkspacePermissionManagement (p. 712)
– 既存ポリシーへの更新。

Amazon Managed Grafana 
は、AWSGrafanaWorkspacePermissionManagementこ
のポリシーを持つユーザーが
ワークスペースに関連する認
証方法を確認できるように、新
しいアクセス権限を追加しまし
た。

grafana:DescribeWorkspaceAuthentication権
限が追加されました。

2021 年 9 月 21 日

AWSGrafanaConsoleReadOnlyAccess (p. 713)
– 既存ポリシーへの更新。

Amazon Managed Grafana 
は、AWSGrafanaConsoleReadOnlyAccessこ
のポリシーを持つユーザーが
ワークスペースに関連する認
証方法を確認できるように、新
しいアクセス権限を追加しまし
た。

grafana:Describe*grafana:List*お
よび権限がポリシーに追加さ
れ、grafana:DescribeWorkspacegrafana:ListWorkspaces以
前の権限が狭くなってい
た権限とが置き換わりまし
た。grafana:ListPermissions

2021 年 9 月 21 日

Amazon マネージドGrafana が変
更の追跡を開始しました。

Amazon Grafana でAWS管理ポ
リシーの変更の追跡が開始され
ました。

2021 年 9 月 9 日
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Amazon Managed Grafana のアイデンティティとアク
セスに関するトラブルシューティング
次の情報は、Amazon Managed Grafana と IAM の使用に伴って発生する可能性がある一般的な問題の診断
や修復に役立ちます。

トピック
• Amazon Managed Grafana でアクションを実行する権限がない (p. 720)
• iam を実行する権限がない:PassRole (p. 720)
• AWSアカウント以外のユーザーに Amazon Managed Grafana リソースへのアクセスを許可した

い (p. 721)

Amazon Managed Grafana でアクションを実行する権限がない
あるアクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合、そのアクションを実行できるよう
にポリシーを更新する必要があります。

次のエラー例は、mateojackson IAM ユーザーがコンソールを使用して、ある my-example-widget リ
ソースに関する詳細情報を表示しようとしたことを想定して、その際に必要な grafana:GetWidget ア
クセス許可を持っていない場合に発生するものです。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform: 
 grafana:GetWidget on resource: my-example-widget

この場合、grafana:GetWidget アクションを使用して my-example-widget リソースへのアクセスを
許可するように、mateojackson ユーザーのポリシーを更新する必要があります。

サポートが必要な場合は、AWS 管理者に問い合わせてください。サインイン資格情報を提供した担当者が
管理者です。

iam を実行する権限がない:PassRole
iam:PassRoleアクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合は、ポリシーを更新して 
Amazon Managed Grafana にロールを渡せるようにする必要があります。

一部の AWS のサービス では、新しいサービスロールまたはサービスにリンクされたロールを作成せず
に、既存のロールをサービスに渡すことが許可されています。そのためには、サービスにロールを渡す許
可が必要です。

以下の例のエラーは、という IAM ユーザーがコンソールを使用して Amazon Managed 
Grafanamarymajor でアクションを実行しようする場合に発生します。ただし、このアクションをサービ
スが実行するには、サービスロールから付与されたアクセス許可が必要です。Mary には、ロールをサービ
スに渡す許可がありません。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform: iam:PassRole

この場合、メアリーのポリシーを更新してメアリーに iam:PassRole アクションの実行を許可する必要
があります。

サポートが必要な場合は、AWS 管理者に問い合わせてください。サインイン資格情報を提供した担当者が
管理者です。
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AWSアカウント以外のユーザーに Amazon Managed Grafana リ
ソースへのアクセスを許可したい
他のアカウントのユーザーや組織外のユーザーが、リソースにアクセスするために使用できるロールを
作成できます。ロールの引き受けを委託するユーザーを指定することができます。リソースベースのポリ
シーまたはアクセス制御リスト (ACL) をサポートするサービスの場合、それらのポリシーを使用して、リ
ソースへのアクセスを付与できます。

詳細については、以下を参照してください。

• Amazon Managed Grafana がこれらの機能をサポートしているかどうかについては、「」を参照してく
ださいAmazon Managed Grafana と IAM の連携 (p. 702)。

• 所有している AWS アカウント 全体のリソースへのアクセス権を提供する方法については、「IAM ユー
ザーガイド」の「所有している別の AWS アカウント アカウントへのアクセス権を IAM ユーザーに提
供」を参照してください。

• サードパーティーの AWS アカウント にリソースへのアクセス権を提供する方法については、「IAM 
ユーザーガイド」の「第三者が所有する AWS アカウント へのアクセス権を付与する」を参照してくだ
さい。

• ID フェデレーションを介してアクセスを提供する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「外部で
認証されたユーザー (ID フェデレーション) へのアクセスの許可」を参照してください。

• クロスアカウントアクセスでのロールとリソースベースのポリシーの使用の違いの詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールとリソースベースのポリシーとの相違点」を参照してくださ
い。

サービス間の混乱した代理の防止
混乱した代理問題とは、アクションを実行する許可を持たないエンティティが、より高い特権を持つエン
ティティにそのアクションの実行を強制できるというセキュリティ問題です。AWS では、サービス間で
のなりすましが、混乱した代理問題を生じさせることがあります。サービス間でのなりすましは、1 つの
サービス (呼び出し元サービス) が、別のサービス (呼び出し対象サービス) を呼び出すときに発生する可
能性があります。呼び出し元サービスは、本来ならアクセスすることが許可されるべきではない方法でそ
の許可を使用して、別の顧客のリソースに対する処理を実行するように操作される場合があります。これ
を防ぐために AWS では、顧客のすべてのサービスのデータを保護するのに役立つツールを提供していま
す。これには、アカウントのリソースへのアクセス権が付与されたサービスプリンシパルを使用します。

リソースポリシーの、aws:SourceArnaws:SourceAccountおよびグローバル条件コンテキスト
キーを使用して、Amazon Managed Grafana が Amazon Managed Grafana が Amazon Managed 
Grafana が Amazon Managed Grafana が Amazon Managed Grafana が Amazon Managed Grafana が
aws:SourceArn の値に Amazon S3 バケット ARN などのアカウント ID が含まれていない場合は、
両方のグローバル条件コンテキストキーを使用して、アクセス許可を制限する必要があります。同じ
ポリシーステートメントでこれらのグローバル条件コンテキストキーの両方を使用し、アカウント ID 
にaws:SourceArn の値が含まれていない場合、aws:SourceAccount 値と aws:SourceArn 値の中の
アカウントには、同じアカウント ID を使用する必要があります。クロスサービスのアクセスにリソースを 
1 つだけ関連付けたい場合は、aws:SourceArn を使用します。クロスサービスが使用できるように、ア
カウント内の任意のリソースを関連づけたい場合は、aws:SourceAccount を使用します。

の値は、Amazon 管理のaws:SourceArn ARN N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 
N

混乱した代理問題から保護するための最も効果的な方法は、リソースの完全な ARN を指定しな
がら、aws:SourceArn グローバル条件コンテキストキーを使用することです。リソースの完
全な ARN が不明な場合や、複数のリソースを指定する場合には、グローバルコンテキスト条件
キー aws:SourceArn で、ARN の未知部分を示すためにワイルドカード (*) を使用します。例え
ば、arn:aws:grafana:*:123456789012:* です。
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次の例では、Amazon Managed Grafana Workspace のaws:SourceArn IAM M ロールのロールの IAM M 
ロールの IAM M ロールの IAM ロールの IAM M ロールの IAM M ロールの IAM M ロールの IAM M ロールの 
IAM M ロールの IAM M ロールの IAM Maws:SourceAccount

 { 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "grafana.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "aws:SourceAccount": "accountId", 
          "aws:SourceArn": "arn:aws:grafana:region:accountId:/workspaces/workspaceId" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}  
  

Amazon Managed Grafana でのサービスにリンクされ
たロールの使用
Amazon マネージド Grafana はAWS Identity and Access Management (IAM) サービスにリンクされたロー
ルを使用します。サービスにリンクされたロールは、Amazon Managed Grafana に直接リンクされた特殊
なタイプの IAM ロールです。サービスにリンクされたロールは、Amazon Managed Grafana で事前定義さ
れています。AWS

必要なアクセス許可を手動で追加する必要がないため、サービスリンクロールは Amazon Managed 
Grafana のセットアップを容易にします。サービスにリンクされたロールのアクセス許可は、関連する 
Amazon Grafana 定義されます。定義される許可には、信頼ポリシーと許可ポリシーが含まれており、そ
の許可ポリシーを他のIAM エンティティにアタッチすることはできません。

サービスにリンクされたロールは、まずその関連リソースを削除しなければ削除できません。これは、リ
ソースにアクセスするための許可を誤って削除できないため、Amazon Managed Grafana リソースを保護
します。

サービスにリンクされたロールをサポートする他のサービスについては、「IAM と連動する AWS のサー
ビス」を参照し、[Service-linked roles] (サービスにリンクされたロール) の列内で [Yes] (はい) と表記され
たサービスを確認してください。サービスにリンクされたロールに関するドキュメントをサービスで表示
するには、[はい] リンクを選択します。

Amazon Managed Grafana のサービスリンクロールアクセス許
可
Amazon マネージド Grafana は、「AmazonManagedGrafana—」という名前のサービスにリンクされた
ロールを使用します。Amazon マネージド Grafana は、このロールを使用して、顧客アカウント内で ENI 
や Secrets Manager シークレットなどのリソースを作成および設定します。 AmazonManagedGrafana 
サービスにリンクされたロールは、ロールを引き受ける上で次のサービスを信頼します。

• Grafana
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AmazonManagedGrafana AmazonGrafanaServiceLinkedRolePolicyサービスにリンクされたロール
はポリシーに添付されています。このポリシーの更新については、「Amazon マネージド GrafanaAWS に
よるマネージドポリシーの更新 (p. 718)」を参照してください

このロールのアクセス許可ポリシーは、指定したリソースに対して以下のアクションを実行することを 
Amazon Managed Grafana に許可します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces", 
                "ec2:DescribeVpcs", 
                "ec2:DescribeDhcpOptions", 
                "ec2:DescribeSubnets", 
                "ec2:DescribeSecurityGroups" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "ec2:CreateNetworkInterface", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "ForAllValues:StringEquals": { 
                    "aws:TagKeys": [ 
                        "AmazonGrafanaManaged" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "ec2:CreateTags", 
            "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*", 
                "Condition": { 
                    "StringEquals": { 
                    "ec2:CreateAction": "CreateNetworkInterface" 
                }, 
                "Null": { 
                    "aws:RequestTag/AmazonGrafanaManaged": "false" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "ec2:DeleteNetworkInterface", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "Null": { 
                    "ec2:ResourceTag/AmazonGrafanaManaged": "false" 
                } 
            } 
        } 
    ]
} 

サービスにリンクされたロールの作成、編集、削除をIAM エンティティ (ユーザー、グループ、ロール
など) に許可するには、許可を設定する必要があります。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の
「サービスリンクロールのアクセス許可」を参照してください。
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Amazon Managed Grafana のサービスリンクロールの作成
サービスにリンクされたロールを手動で作成する必要はありません。 VpcConfiguration inAWS 
Management Console、、、またはAWS API CreateWorkspace を使用して呼び出すとAWS CLI、Amazon 
Managed Grafana によってサービスにリンクされたロールが自動的に作成されます。

Important

このサービスリンクロールは、このロールでサポートされている機能を使用する別のサービス
でアクションが完了した場合にアカウントに表示されます。2022 年 11 月 30 日 (サービスに
リンクされたロールのサポート開始日) 以前に Amazon Manager サービスを使用していた場合
は、Amazon Managed Grafana によってユーザーのアカウント内に Amazon Managed Grafana 
が作成済みになります。 AmazonManagedGrafana 詳細については、 IAM アカウントに新しい
ロールが表示されるを参照してください。

このサービスリンクロールを削除した後で再度作成する必要が生じた場合は、同じ手順でアカウントに
ロールを再作成できます。 CreateWorkspace で呼び出すと VpcConfiguration、Amazon Managed Grafana 
によって自動的に再作成されます。

また、IAM コンソールを使用して、Grafana ユースケースでサービスにリンクされたロールを作成するに
は、IAM コンソールを使用します。AWS CLI または AWS API で、Grafana サービス名を使用してサー
ビスリンクロールを作成します。詳細については、IAM ユーザーガイドの「サービスリンクロールの作
成」を参照してください。このサービスリンクロールを削除する場合、この同じプロセスを使用して、も
う一度ロールを作成できます。

Amazon Managed Grafana のサービスリンクロールの編集
Amazon Managed Grafana では、 AmazonManagedGrafana サービスにリンクされたロールを編集できま
せん。サービスにリンクされたロールを作成すると、多くのエンティティによってロールが参照される可
能性があるため、ロール名を変更することはできません。ただし、IAM を使用したロールの説明の編集は
できます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「サービスにリンクされたロールの編集」を参照して
ください。

Amazon Managed Grafana のサービスリンクロールの削除
サービスにリンクされたロールが必要な機能またはサービスが不要になった場合には、そのロールを削除
することをお勧めします。そうすることで、積極的にモニタリングまたは保守されていない未使用のエン
ティティを排除できます。ただし、手動で削除する前に、サービスにリンクされたロールのリソースをク
リーンアップする必要があります。

Note

リソースを削除しようとしているときに Amazon Managed Grafana サービスがロールを使用して
いる場合は、削除が失敗する可能性があります。失敗した場合は、数分待ってから操作を再試行
してください。

で使用されている Amazon Managed Grafana リソースを削除するには AmazonManagedGrafana

1. AWSコンソールの [すべてのワークスペース] ビューに移動します。Region

2. 内のワークスペースをすべて削除しますRegion。各ワークスペースのラジオボタンをチェックし
て、すべてのワークスペースビューの右上にある削除ボタンを選択する必要があります。すべての
ワークスペースがから削除されるまで、各ワークスペースの削除を繰り返しますRegion。Amazon 
Managed Grafana でのワークスペースの削除の詳細については、このユーザーガイドの「ワークス
ペースの削除」トピックを参照してください。
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Note

AWS リージョンワークスペースがある場所ごとに手順を繰り返します。サービスにリンクされた
ロールを削除する前に、すべてのリージョンのすべてのワークスペースを削除する必要がありま
す。

IAM を使用してサービスリンクロールを手動で削除するには

IAM コンソール、AWS CLI、または AWS API を使用して、 AmazonManagedGrafana サービスリンク
ロールを削除します。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「サービスにリンクされたロールの削
除」を参照してください。

Amazon Managed Grafana サービスリンクロールがサポートさ
れるリージョン
Amazon Managed Grafana は、サービスが利用可能なすべてのリージョンで、サービスにリンクされた
ロールの使用をサポートします。詳細については、「AWS リージョンとエンドポイント」を参照してくだ
さい。

AWSデータソースの Amazon マネージド Grafana 
の権限とポリシー

Amazon マネージド Grafana には次の 3 つの権限モードがあります。

• 現在のアカウントのサービス管理権限
• 組織のサービス管理権限
• 顧客管理権限

ワークスペースを作成するときは、使用する権限モードを選択します。必要に応じて、これを後で変更す
ることもできます。

どちらのサービスマネージド権限モードでも、Amazon Managed Grafana は、AWSアカウントまたは組織
内のデータソースにアクセスして検出するために必要なロールとポリシーを作成します。その後、必要に
応じて IAM コンソールでこれらのポリシーを編集できます。

単一アカウントのアクセス権の委任を参照してくださ
い。
このモードでは、Amazon マネージド Grafana が「AmazonGrafanaServiceRole#### ID」というロール
を作成します。次に、Amazon マネージド Grafana は、Amazon マネージド GrafanaAWS ワークスペース
からアクセスするように選択した各サービスのポリシーをこのロールにアタッチします。

CloudWatch

Amazon マネージド Grafana は、random-idAmazonGrafanaCloudWatchPolicy という名前のカ
スタマー管理ポリシーを作成します。ポリシーは次のとおりです。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowReadingMetricsFromCloudWatch", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
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                "cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric", 
                "cloudwatch:DescribeAlarmHistory", 
                "cloudwatch:DescribeAlarms", 
                "cloudwatch:ListMetrics", 
                "cloudwatch:GetMetricStatistics", 
                "cloudwatch:GetMetricData" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowReadingLogsFromCloudWatch", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:DescribeLogGroups", 
                "logs:GetLogGroupFields", 
                "logs:StartQuery", 
                "logs:StopQuery", 
                "logs:GetQueryResults", 
                "logs:GetLogEvents" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowReadingTagsInstancesRegionsFromEC2", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:DescribeTags", 
                "ec2:DescribeInstances", 
                "ec2:DescribeRegions" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowReadingResourcesForTags", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "tag:GetResources", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

OpenSearch アマゾンサービス

Amazon マネージド Grafana は、random-idAmazonGrafanaOpenSearchPolicy という名前のカ
スタマー管理ポリシーを作成します。データソースへのアクセスには、Get/Post 権限が必要です。リ
スト/記述権限は Amazon Managed Grafana がデータソースの検出に使用しますが、データソースプ
ラグインが機能するためには必要ありません。ポリシーは次のとおりです。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "es:ESHttpGet", 
                "es:DescribeElasticsearchDomains", 
                "es:ListDomainNames" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "es:ESHttpPost", 
            "Resource": [ 
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                "arn:aws:es:*:*:domain/*/_msearch*", 
                "arn:aws:es:*:*:domain/*/_opendistro/_ppl" 
            ] 
        } 
    ]
}

AWS IoT SiteWise

Amazon マネージド GrafanaAWS AWSIoTSiteWiseReadOnlyAccessは管理ポリシーをアタッチしま
す。

Amazon Redshift

Amazon マネージド GrafanaAWS AmazonGrafanaRedshiftAccessは管理ポリシーをアタッチします。
Amazon Athena

Amazon マネージド GrafanaAWS AmazonGrafanaAthenaAccessは管理ポリシーをアタッチします。
Amazon Managed Service for Prometheus

Amazon マネージド Grafana は、random-idAmazonGrafanaPrometheusPolicy という名前のカ
スタマー管理ポリシーを作成します。リスト/記述権限は Amazon Managed Grafana がデータソース
の検出に使用するもので、プラグインが機能するためには必要ありません。ポリシーは次のとおりで
す。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "aps:ListWorkspaces", 
                "aps:DescribeWorkspace", 
                "aps:QueryMetrics", 
                "aps:GetLabels", 
                "aps:GetSeries", 
                "aps:GetMetricMetadata" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Amazon SNS

Amazon マネージド Grafana は、AmazonGrafanaSNSPolicy-random-id という名前のカスタマー管
理ポリシーを作成します。このポリシーでは、アカウント内の文字列で始まる SNSgrafana トピッ
クのみを使用するように制限されています。独自のポリシーを作成する場合、これは必要ありませ
ん。ポリシーは次のとおりです。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sns:Publish" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:sns:*:accountId:grafana*" 
            ] 
        } 
    ]
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}

Timestream

Amazon マネージド GrafanaAWS AmazonTimestreamReadOnlyAccessは管理ポリシーをアタッチし
ます。

X-Ray

Amazon マネージド GrafanaAWS AmazonXrayReadOnlyAccessは管理ポリシーをアタッチします。

組織のサービス管理権限
このモードは、組織内の管理アカウントまたは委任管理者アカウントで作成されたワークスペースでのみ
サポートされます。委任管理者アカウントの詳細については、「委任管理者を登録する」を参照してくだ
さい。

Note

組織の管理アカウントに Amazon Managed Grafana ワークスペースなどのリソースを作成するこ
とは、AWSセキュリティのベストプラクティスに反します。

このモードでは、Amazon Managed GrafanaAWSAWS は組織内の他のアカウントのリソースにアクセ
スするために必要な IAM ロールをすべて作成します。選択した組織単位の各アカウントで、Amazon 
Managed Grafana は AmazonGrafanaOrgMemberRole-random-id というロールを作成します。このロー
ル作成は、との統合によって実行されますAWS CloudFormation StackSets。

このロールには、AWSワークスペースで使用するように選択した各データソースにポリシーが添付されて
います。これらのデータポリシーの内容については、を参照してください単一アカウントのアクセス権の
委任を参照してください。 (p. 725)。

Amazon マネージド Grafana では、組織の管理アカウントに「#### ID」AmazonGrafanaOrgAdminRole 
というロールも作成されます。このロールにより、Amazon Managed Grafana ワークスペースに組織内の
他のアカウントへのアクセス権限が付与されます。 AWSサービス通知チャネルポリシーもこのロールにア
タッチされます。ワークスペースの「AWSデータソース」メニューを使用すると、ワークスペースがアク
セスできる各アカウントのデータソースをすばやくプロビジョニングできます。

このモードを使用するには、AWS CloudFormation StacksetsAWS を組織内の信頼できるサービスとして
有効にする必要があります。詳細については、「信頼できるアクセスを有効にする」を参照してください
AWS Organizations。

AmazonGrafanaStackSet-random-id スタックセットの内容は次のとおりです。

Parameters: 
  IncludePrometheusPolicy: 
    Description: Whether to include Amazon Prometheus access in the role 
    Type: String 
    AllowedValues: 
      - true 
      - false 
    Default: false 
  IncludeAESPolicy: 
    Description: Whether to include Amazon Elasticsearch access in the role 
    Type: String 
    AllowedValues: 
      - true 
      - false 
    Default: false 
  IncludeCloudWatchPolicy: 
    Description: Whether to include CloudWatch access in the role 
    Type: String 
    AllowedValues: 
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      - true 
      - false 
    Default: false 
  IncludeTimestreamPolicy: 
    Description: Whether to include Amazon Timestream access in the role 
    Type: String 
    AllowedValues: 
      - true 
      - false 
    Default: false 
  IncludeXrayPolicy: 
    Description: Whether to include AWS X-Ray access in the role 
    Type: String 
    AllowedValues: 
      - true 
      - false 
    Default: false 
  IncludeSitewisePolicy: 
    Description: Whether to include AWS IoT SiteWise access in the role 
    Type: String 
    AllowedValues: 
      - true 
      - false 
    Default: false 
  IncludeRedshiftPolicy: 
    Description: Whether to include Amazon Redshift access in the role 
    Type: String 
    AllowedValues: 
      - true 
      - false 
    Default: false 
  IncludeAthenaPolicy: 
    Description: Whether to include Amazon Athena access in the role 
    Type: String 
    AllowedValues: 
      - true 
      - false 
    Default: false 
  RoleName: 
    Description: Name of the role to create 
    Type: String 
  AdminAccountId: 
    Description: Account ID of the Amazon Grafana org admin 
    Type: String
Conditions: 
  addPrometheus: !Equals [!Ref IncludePrometheusPolicy, true] 
  addAES: !Equals [!Ref IncludeAESPolicy, true] 
  addCloudWatch: !Equals [!Ref IncludeCloudWatchPolicy, true] 
  addTimestream: !Equals [!Ref IncludeTimestreamPolicy, true] 
  addXray: !Equals [!Ref IncludeXrayPolicy, true] 
  addSitewise: !Equals [!Ref IncludeSitewisePolicy, true] 
  addRedshift: !Equals [!Ref IncludeRedshiftPolicy, true] 
  addAthena: !Equals [!Ref IncludeAthenaPolicy, true]

Resources: 
  PrometheusPolicy: 
    Type: AWS::IAM::Policy 
    Condition: addPrometheus 
    Properties: 
      Roles:  
       - !Ref GrafanaMemberServiceRole 
      PolicyName: AmazonGrafanaPrometheusPolicy 
      PolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
          - Effect: Allow 
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            Action: 
              - aps:QueryMetrics 
              - aps:GetLabels 
              - aps:GetSeries 
              - aps:GetMetricMetadata 
              - aps:ListWorkspaces 
              - aps:DescribeWorkspace 
            Resource: '*' 

  AESPolicy: 
    Type: AWS::IAM::Policy 
    Condition: addAES 
    Properties: 
      Roles:  
       - !Ref GrafanaMemberServiceRole 
      PolicyName: AmazonGrafanaElasticsearchPolicy 
      PolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
          - Sid: AllowReadingESDomains 
            Effect: Allow 
            Action: 
              - es:ESHttpGet 
              - es:ESHttpPost 
              - es:ListDomainNames 
              - es:DescribeElasticsearchDomains 
            Resource: '*' 

  CloudWatchPolicy: 
    Type: AWS::IAM::Policy 
    Condition: addCloudWatch 
    Properties: 
      Roles:  
       - !Ref GrafanaMemberServiceRole 
      PolicyName: AmazonGrafanaCloudWatchPolicy 
      PolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
          - Sid: AllowReadingMetricsFromCloudWatch 
            Effect: Allow 
            Action: 
              - cloudwatch:DescribeAlarmsForMetric 
              - cloudwatch:DescribeAlarmHistory 
              - cloudwatch:DescribeAlarms 
              - cloudwatch:ListMetrics 
              - cloudwatch:GetMetricStatistics 
              - cloudwatch:GetMetricData 
              - cloudwatch:GetInsightRuleReport 
            Resource: "*" 
          - Sid: AllowReadingLogsFromCloudWatch 
            Effect: Allow 
            Action: 
              - logs:DescribeLogGroups 
              - logs:GetLogGroupFields 
              - logs:StartQuery 
              - logs:StopQuery 
              - logs:GetQueryResults 
              - logs:GetLogEvents 
            Resource: "*" 
          - Sid: AllowReadingTagsInstancesRegionsFromEC2 
            Effect: Allow 
            Action: 
              - ec2:DescribeTags 
              - ec2:DescribeInstances 
              - ec2:DescribeRegions 
            Resource: "*" 
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          - Sid: AllowReadingResourcesForTags 
            Effect: Allow 
            Action: 
              - tag:GetResources 
            Resource: "*" 
  GrafanaMemberServiceRole: 
    Type: 'AWS::IAM::Role' 
    Properties: 
      RoleName: !Ref RoleName 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
          - Effect: Allow 
            Principal: 
              AWS: !Sub arn:aws:iam::${AdminAccountId}:root 
            Action: 
              - 'sts:AssumeRole' 
      Path: /service-role/ 
      ManagedPolicyArns: 
        - !If [addTimestream, arn:aws:iam::aws:policy/AmazonTimestreamReadOnlyAccess, !Ref 
 AWS::NoValue] 
        - !If [addXray, arn:aws:iam::aws:policy/AWSXrayReadOnlyAccess, !Ref AWS::NoValue] 
        - !If [addSitewise, arn:aws:iam::aws:policy/AWSIoTSiteWiseReadOnlyAccess, !Ref 
 AWS::NoValue] 
        - !If [addRedshift, arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AmazonGrafanaRedshiftAccess, !Ref AWS::NoValue] 
        - !If [addAthena, arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonGrafanaAthenaAccess, !
Ref AWS::NoValue]

AmazonGrafanaOrgAdminPolicy###-random-id#####。

{  
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [{ 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "organizations:ListAccountsForParent",  
            "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent" 
        ], 
        "Resource": "*", 
        "Condition": { 
            "StringEquals": { 
                "aws:PrincipalOrgID": "o-organizationId" 
            } 
        } 
    }, 
    { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "sts:AssumeRole" 
        ], 
        "Resource": "arn:aws:iam::*:role/service-role/AmazonGrafanaOrgMemberRole-random-
Id"  
    }]
}

顧客管理権限
カスタマー管理権限を使用する場合は、Amazon Managed Grafana ワークスペースを作成するとき
に、アカウントに既存の IAM ロールを指定します。ロールには、信頼する信頼ポリシーが必要で
すgrafana.amazonaws.com。

以下に、このようなポリシーの例は次のとおりです。
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{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "grafana.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}

AWSそのロールがそのアカウントのデータソースまたは通知チャネルにアクセスするには、このセクショ
ンで前述したポリシーの権限を持っている必要があります。たとえば、 CloudWatch データソースを使用
するには、 CloudWatch に記載されているポリシーの権限が必要です単一アカウントのアクセス権の委任
を参照してください。 (p. 725)。

に示されている Amazon OpenSearch Service と Amazon Managed Service for 
PrometheusListDescribe単一アカウントのアクセス権の委任を参照してください。 (p. 725) のポリ
シーのおよび権限は、データソースの検出とプロビジョニングが正しく機能するためにのみ必要です。こ
れらのデータソースを手動で設定するだけの場合は、必要ありません。

クロスアカウントアクセス

アカウント 111111111111 でワークスペースを作成する場合、アカウント 1111111111111 のロー
ルを指定する必要があります。この例では、これをロールと呼びますWorkspaceRole。アカウント 
999999999999 のデータにアクセスするには、アカウント 999999999999 にロールを作成する必要があり
ます。これを呼び出しますDataSourceRole。次に、WorkspaceRoleとの信頼関係を確立する必要がありま
すDataSourceRole。2 AWSつのロール間のアクセス権の委任を参照してください。

DataSourceRole使用するデータソースごとに、このセクションで前述したポリシーステートメントを含め
る必要があります。信頼関係が確立されたら、AWSワークスペース内の任意のデータソースのデータソー
ス設定ページの「ロール引き継ぎ ARN」フィールドに DataSourceRole(arn: aws: iam:: 999999999999: 
role:DataSourceRole) の ARN を指定できます。次に、データソースは、で定義されている権限でアカウン
ト 999999999999 DataSourceRoleにアクセスします。

IAM 許可
Amazon マネージド Grafana アクションとデータにアクセスするには、認証情報が必要です。これらの認
証情報を取得したユーザーに、アクションを実行し、AWSクラウドリソースに関する Amazon Managed 
Grafana データの取得などのリソース。以下のセクションでは、使用方法の詳細を示します。AWS 
Identity and Access ManagementAmazon Managed Grafana を使用すると、リソースにアクセスできる
ユーザーを制御することで、リソースをセキュリティで保護できます。詳細については、「」を参照して
ください。IAM でのポリシーとアクセス許可

Amazon Managed Grafana アクセス
次の表に、Amazon マネージド Grafana アクションとそれらに必要なアクセス許可を示します。

アクション 必要なアクセス権限

Amazon マネージド Grafana ワークスペー
スを作成します。ワークスペースは、メト
リック、ログ、トレースを作成および視覚化
するために使用される論理的に分離された 
Grafana サーバーです。

grafana:CreateWorkspace
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アクション 必要なアクセス権限

Amazon マネージド Grafana ワークスペース
を削除します。

grafana:DeleteWorkspace

Amazon Managed Grafana ワークスペース
の詳細情報を取得します。

grafana:DescribeWorkspace

ワークスペースに関連付けられている認証設
定を取得します。

grafana:DescribeWorkspaceAuthentication

ワークスペースのユーザーおよびグループに
関連付けられている権限のリストを取得しま
す。

grafana:ListPermissions

アカウントに存在する Amazon Managed 
Grafana ワークスペースのリストを取得しま
す。

grafana:ListWorkspaces

ワークスペースのユーザーおよびグループに
関連付けられている権限を更新します。

grafana:UpdatePermissions

Amazon Managed Grafana ワークスペース
を更新します。

grafana:UpdateWorkspace

ワークスペースに関連付けられている認証設
定を更新します。

grafana:UpdateWorkspaceAuthentication

Grafana エンタープライズライセンスをワー
クスペースに関連付けます。

grafana:AssociateLicense

Amazon Mager Grafana 検証
AWS のサービス が特定のコンプライアンスプログラムの対象であるかどうかを確認するには、「コンプ
ライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサービス のサービス」をご覧いただき、関心のあるコ
ンプライアンスプログラムを選択してください。一般的な情報については、AWS コンプライアンスプログ
ラムを参照してください。

AWS Artifact を使用して、サードパーティーの監査レポートをダウンロードできます。詳細については、
「AWS Artifact におけるダウンロードレポート」を参照してください。

AWS のサービス を使用する際のユーザーのコンプライアンス責任は、ユーザーのデータの機密性や貴社
のコンプライアンス目的、適用される法律および規制によって決まります。AWS では、コンプライアンス
に役立つ次のリソースを提供しています。

• セキュリティとコンプライアンスのクイックスタートガイド — これらのデプロイガイドでは、アーキテ
クチャ上の考慮事項について説明し、セキュリティとコンプライアンスに重点を置いたベースライン環
境を AWS にデプロイするためのステップを示します。

• 「アマゾン ウェブ サービスでの HIPAA のセキュリティとコンプライアンスのためのアーキテクチャ」 
– このホワイトペーパーは、企業が AWS を使用して HIPAA 対象アプリケーションを作成する方法を説
明しています。

Note

すべての AWS のサービス が HIPAA 適格であるわけではありません。詳細については、
「HIPAA 対応サービスのリファレンス」を参照してください。

• AWS コンプライアンスのリソース– このワークブックおよびガイドのコレクションは、顧客の業界と拠
点に適用されるものである場合があります。
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• AWS Config デベロッパーガイドのルールでのリソースの評価 - AWS Config サービスでは、自社のプラ
クティス、業界ガイドライン、および規制に対するリソースの設定の準拠状態を評価します。

• AWS Security Hub – この AWS のサービス は、AWS 内のセキュリティ状態の包括的ビューを提供し
ます。Security Hub では、お客様の AWS リソースを評価し、セキュリティ業界の標準やベストプラク
ティスへの準拠を確認するために、セキュリティコントロールを使用しています。サポートされている
サービスとコントロールのリストについては、「Security Hub コントロールリファレンス」を参照して
ください。

• AWS Audit Manager - この AWS のサービス は AWS の使用状況を継続的に監査し、リスクの管理方法
やコンプライアンスを業界スタンダードへの準拠を簡素化するために役立ちます。

Amazon Managed Grafana の耐障害性
AWSのグローバルインフラストラクチャはAWSリージョンとアベイラビリティーゾーンを中心に構築され
ます。AWSリージョンには、低レイテンシー、高いスループット、そして高度の冗長ネットワークで接続
されている複数の物理的に独立・隔離されたアベイラビリティーゾーンがあります。アベイラビリティー
ゾーンでは、ゾーン間で中断することなく自動的にフェイルオーバーするアプリケーションとデータベー
スを設計および運用することができます。アベイラビリティーゾーンは、従来の単一または複数のデータ
センターインフラストラクチャよりも可用性、耐障害性、および拡張性が優れています。

AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンの詳細については、[AWS Global Infrastructure] (グローバル
インフラストラクチャ) を参照してください。

加えてAWSAmazon Managed Grafana では、グローバルインフラストラクチャでは、データの耐障害性と
バックアップのニーズに対応できるように複数の機能を提供しています。

Amazon マネージドGrafana のインフラストラク
チャセキュリティ

マネージドサービスである Amazon Managed Grafana は、AWSで説明しているグローバルネットワーク
セキュリティ手順Amazon Web Services: セキュリティプロセスの概要ホワイトペーパー。

あなたは使うAWSが公開した API 呼び出しにより、ネットワーク経由で Amazon Managed Grafana にア
クセスできます。クライアントで Transport Layer Security (TLS) 1.0 以降がサポートされている必要があ
ります。TLS 1.2 以降を推奨します。また、Ephemeral Diffie-Hellman (DHE)や Elliptic Curve Ephemeral 
Diffie-Hellman (ECDHE)などの Perfect Forward Secrecy (PFS)を使用した暗号スイートもクライアントで
サポートされている必要があります。これらのモードは、Java 7 以降など、最近のほとんどのシステムで
サポートされています。

また、リクエストは、アクセスキー ID と、IAM プリンシパルに関連付けられているシークレットアクセス
キーを使用して署名する必要があります。または、AWS Security Token Service (AWS STS) を使用して、
一時的なセキュリティ認証情報を生成し、リクエストに署名することもできます。

を使用した Amazon Managed Grafana API コール
コールコールのログ記録AWS CloudTrail

Amazon aged Grafana はと統合されています。このサービスはAWS CloudTrail、ユーザーやロール、
または Amazon Amazon Managed rafana の Amazon Managed Grafana の AmazonAWS のサービスに
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の Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon 
Amazon Amazon Amazon Managed Grafana CloudTrail

よって実行されたアクションを記録するサービスです。 CloudTrail は、Amazon aged Grafana へのすべ
ての Amazon API コールコールコールをイベントとしてキャプチャします。キャプチャされた呼び出し
には、Amazon aged Grafana のオペレーションへのコード呼び出しが含まれます。追跡を作成する場合
は、Amazon Managed Grafana CloudTrail のイベントなど、Amazon S3 バケットへのイベントの継続的
な配信を有効にすることができます。追跡を設定しない場合でも、 CloudTrail コンソールの [Event history 
(イベント履歴)] で最新のイベントを表示できます。で収集された情報を使用して CloudTrail、Amazon 
aged Grafana に対するリクエスト、その他の詳細情報などを確認できます。

Amazon マネージド Grafana は、Grafana API を使用する一部の呼び出しもキャプチャします。キャプ
チャされる呼び出しは、リソースを作成、更新、削除する呼び出しなど、データを変更する呼び出しで
す。Amazon マネージド Grafana でサポートされている Grafana API の詳細については、を参照してくだ
さいGrafana HTTP API の使用 (p. 608)。

詳細については CloudTrail、『AWS CloudTrailユーザーガイド』を参照してください。

の Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon 
Amazon Amazon Amazon Amazon Managed Grafana 
CloudTrail
CloudTrail は、AWSアカウント作成時にアカウントで有効になります。Amazon aged Grafana でアクティ
ビティが発生すると、そのアクティビティは [Event history (イベント履歴)] ( CloudTrail イベント履歴)] の
他のAWSののののののののののののののののののののののサービスのイベント AWS アカウントで最近の
イベントを表示、検索、ダウンロードできます。詳細については、「 CloudTrail イベント履歴でのイベン
トの表示」

Amazon aged Grafana のイベントなど、AWSアカウントイベントの継続的な記録については、追跡を作成
します。追跡により CloudTrail 、Amazon S3 バケットにログファイルを配信できます。デフォルトでは、
コンソールで証跡を作成するときに、証跡がすべての AWS リージョンに適用されます。証跡は、AWS 
パーティションのすべてのリージョンからのイベントをログに記録し、指定した Amazon S3 バケットに
ログファイルを配信します。さらに、 CloudTrail ログで収集したイベントデータをより詳細に分析し、そ
れに基づく対応するためにその他のAWSのサービスを設定できます。詳細については、次を参照してくだ
さい。

• 「追跡を作成するための概要」
• CloudTrail サポート対象のサービスとインテグレーション
• の Amazon Amazon 通知通知通知通知通知通知通知通知通知通知 CloudTrail
• 「 CloudTrail 複数のリージョンからログファイルを受け取る」および「 CloudTrail 複数のアカウントか

らログファイルを受け取る」

以下のリストにあるすべての Amazon マネージド Grafana アクションは、によってログに記録されます 
CloudTrail。 CloudTrail Amazon マネージド Grafana コンソールで実行したアクションから生じる次の 
API アクションを記録します。

• AssociateLicense
• CreateWorkspace
• DeleteWorkspace
• DescribeWorkspace
• DisassociateLicense
• ListPermissions
• ListWorkspaces
• UpdatePermissions
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• UpdateWorkspace

各イベントまたはログエントリには、リクエストの生成者に関する情報が含まれます。同一性情報は次の
判断に役立ちます。

• リクエストが、AWS アカウントのルートユーザー認証情報とAWS Identity and Access Management 
(IAM) ユーザー認証情報のどちらを使用して送信されたか

• リクエストが、ロールとフェデレーティッドユーザーのどちらの一時的なセキュリティ認証情報を使用
して送信されたか.

• リクエストが、別の AWS のサービスによって送信されたかどうか。

詳細については、「CloudTrail userIdentity 要素」を参照してください。

Amazon aged Grafana ログファイルエントリのログ
ファイルエントリについて
追跡は、指定した Amazon S3 バケットにイベントをログファイルとして配信できるようにする設定で
す。 CloudTrail ログファイルには、1 つ、または複数のログエントリが含まれています。イベントは、任
意のソースからの単一の要求を表し、要求されたアクション、アクションの日時、要求パラメーターなど
に関する情報が含まれます。 CloudTrail ログファイルは、パブリック API コールの順序付けられたスタッ
クトレースではないため、特定の順序では表示されません。

以下の例は、 CloudTrail CreateWorkspace アクションのログエントリを示しています。

{ 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": { 
        "type": "AssumedRole", 
        "principalId": "ANPAJ2UCCR6DPCEXAMPLE:sdbt-Isengard", 
        "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/sdbt-Isengard", 
        "accountId": "123456789012", 
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
        "sessionContext": { 
            "sessionIssuer": { 
                "type": "Role", 
                "principalId": "ANPAJ2UCCR6DPCEXAMPLE", 
                "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin", 
                "accountId": "123456789012", 
                "userName": "Admin" 
            }, 
            "webIdFederationData": {}, 
            "attributes": { 
                "mfaAuthenticated": "false", 
                "creationDate": "2020-11-26T20:59:21Z" 
            } 
        } 
    }, 
    "eventTime": "2020-11-26T21:10:48Z", 
    "eventSource": "grafana.amazonaws.com", 
    "eventName": "CreateWorkspace", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "205.251.233.179", 
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.13; rv:82.0) Gecko/20100101 
 Firefox/82.0", 
    "requestParameters": { 
        "permissionType": "Service Managed", 
        "workspaceNotificationDestinations": [ 
            "SNS" 
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        ], 
        "workspaceDescription": "", 
        "clientToken": "12345678-abcd-1234-5678-111122223333", 
        "workspaceDataSources": [ 
            "SITEWISE", 
            "XRAY", 
            "CLOUDWATCH", 
            "ELASTICSEARCH", 
            "PROMETHEUS", 
            "TIMESTREAM" 
        ], 
        "accountAccessType": "CURRENT_ACCOUNT", 
        "workspaceName": "CloudTrailTest", 
        "workspaceRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
AmazonGrafanaServiceRole-27O5976ol" 
    }, 
    "responseElements": { 
        "Access-Control-Expose-Headers": "x-amzn-RequestId,x-amzn-ErrorType,x-amzn-
ErrorMessage,Date", 
        "workspace": { 
            "accountAccessType": "CURRENT_ACCOUNT", 
            "created": 1606425045.22, 
            "dataSources": [ 
                "SITEWISE", 
                "XRAY", 
                "CLOUDWATCH", 
                "ELASTICSEARCH", 
                "PROMETHEUS", 
                "TIMESTREAM" 
            ], 
            "description": "", 
            "grafanaVersion": "7.3.1", 
            "id": "g-a187c473d3", 
            "modified": 1606425045.22, 
            "name": "CloudTrailTest", 
            "notificationDestinations": [ 
                "SNS" 
            ], 
            "permissionType": "Service Managed", 
            "status": "CREATING", 
            "workspaceRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
AmazonGrafanaServiceRole-27O5976ol" 
        } 
    }, 
    "requestID": "12345678-5533-4e10-b486-e9c7b219f2fd", 
    "eventID": "12345678-2710-4359-ad90-b902dbfb606b", 
    "readOnly": false, 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "managementEvent": true, 
    "eventCategory": "Management", 
    "recipientAccountId": "123456789012"
}

以下の例は、 CloudTrail UpdateWorkspaceAuthentication アクションのログエントリを示しています。

{ 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": { 
        "type": "AssumedRole", 
        "principalId": "AROAU2UJBF3NRO35YZ3GV:CODETEST_Series_GrafanaApiTestHydraCanary12-
o6aeXqaXS_1090259374", 
        "arn": "arn:aws:sts::332073610971:assumed-role/
HydraInvocationRole-4912743f1277b7c3c67cb29518f8bc413ae/
CODETEST_Series_GrafanaApiTestHydraCanary12-o6aeXqaXS_1090259374", 
        "accountId": "111122223333", 
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        "accessKeyId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
        "sessionContext": { 
            "sessionIssuer": { 
                "type": "Role", 
                "principalId": "AROAU2UJBF3NRO35YZ3GV", 
                "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/
HydraInvocationRole-4912743f1277b7c3c67cb29518f8bc413ae", 
                "accountId": "332073610971", 
                "userName": "TestInvocationRole-4912743f1277b7c3c67cb29518f8bc413ae" 
            }, 
            "webIdFederationData": {}, 
            "attributes": { 
                "creationDate": "2021-08-04T20:50:24Z", 
                "mfaAuthenticated": "false" 
            } 
        } 
    }, 
    "eventTime": "2021-08-04T21:29:25Z", 
    "eventSource": "gamma-grafana.amazonaws.com", 
    "eventName": "UpdateWorkspaceAuthentication", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "34.215.72.249", 
    "userAgent": "aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.1030 Linux/4.14.231-180.360.amzn2.x86_64 
 OpenJDK_64-Bit_Server_VM/11.0.11+9-LTS java/11.0.11 vendor/Amazon.com_Inc. cfg/retry-mode/
legacy exec-env/AWS_Lambda_java11", 
    "requestParameters": { 
        "authenticationProviders": [ 
            "AWS_SSO", 
            "SAML" 
        ], 
        "samlConfiguration": { 
            "idpMetadata": { 
                "url": "https://portal.sso.us-east-1.amazonaws.com/saml/metadata/
NjMwMDg2NDc4OTA3X2lucy1jY2E2ZGU3ZDlmYjdiM2Vh" 
            } 
        }, 
        "workspaceId": "g-84ea23c1b4" 
    }, 
    "responseElements": { 
        "authentication": { 
            "awsSso": { 
                "ssoClientId": "gAROcWGs9-LoqCMIQ56XyEXAMPLE" 
            }, 
            "providers": [ 
                "AWS_SSO", 
                "SAML" 
            ], 
            "saml": { 
                "configuration": { 
                    "idpMetadata": { 
                        "url": "https://portal.sso.us-east-1.amazonaws.com/saml/metadata/
NjMwMDg2NDc4OTA3X2lucy1jY2E2ZGU3ZDlmYjdiM2Vh" 
                    }, 
                    "loginValidityDuration": 60 
                }, 
                "status": "CONFIGURED" 
            } 
        } 
    }, 
    "requestID": "96adb1de-7fa5-487e-b6c6-6b0d4495cb71", 
    "eventID": "406bc825-bc52-475c-9c91-4c0d8a07c1fa", 
    "readOnly": false, 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "managementEvent": true, 
    "recipientAccountId": "111122223333", 
    "eventCategory": "Management"
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}

Grafana API ログファイルエントリのログファイルエ
ントリについて
Amazon マネージドGrafana では、一部の Grafana API CloudTrail 呼び出しも記録されます。キャプ
チャされる呼び出しは、リソースを作成、更新、削除する呼び出しなど、データを変更する呼び出しで
す。Amazon マネージド Grafana でサポートされている Grafana API の詳細については、を参照してくだ
さいGrafana HTTP API の使用 (p. 608)。

Grafana API CloudTrail からのエントリ例
ユーザーは以下を使用して Amazon マネージド Grafana ワークスペースにサインインしますAWS IAM 
Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)

{ 
    "Records": [ 
        { 
            "eventVersion": "1.08", 
            "userIdentity": { 
                "type": "SAMLUser", 
                "userName": "johndoe" 
            }, 
            "eventTime": "2021-07-09T02:31:59Z", 
            "eventSource": "grafana.amazonaws.com", 
            "eventName": "login-auth.sso", 
            "awsRegion": "us-west-2", 
            "sourceIPAddress": "192.0.2.0,198.51.100.0", 
            "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) 
 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36", 
            "requestParameters": null, 
            "responseElements": null, 
            "eventID": "176bf326-0302-4190-8dbf-dfdf481d8198", 
            "readOnly": false, 
            "eventType": "AwsServiceEvent", 
            "managementEvent": true, 
            "eventCategory": "Management", 
            "recipientAccountId": "111122223333", 
            "serviceEventDetails": { 
                "timestamp": "2021-07-09T02:31:59.045984031Z", 
                "user": { 
                    "userId": 1, 
                    "orgId": 1, 
                    "name": "johndoe", 
                    "isAnonymous": false 
                }, 
                "action": "login-auth.sso", 
                "requestUri": "", 
                "request": { 
                    "query": { 
                        "code": [ 
                            
 "eyJraWQiOiJrZXktMTU2Njk2ODEyMSIsImFsZyI6IkhTMzg0In0.eyJwbGFpbnRleHQiOiJZUzEwYWtaWHpBZUowTDlQcW5ROGFmZUw2YUZMRklPWUtkX2RRMmhmUUFFIiwiZXhwIjoxNjI1Nzk4MjE4LCJ0eXBlIjoiYXV0aENvZGUifQ.F6MCLvokeXFv1zEwaSg66wdfnNh0dEnLIKBZ4c1dhfNHX_XQywkSq3aqqUg4CsB7" 
                        ], 
                        "state": [ 
                            
 "QUFBQURtdGxlUzB4TlRZNE9UVTFOekkyM2RUWUFUaHZHYXcyOU9ULUVaWHhNUXAwX184N25RVGVWMmd0enFpVE1iWlRPV0M0X09HaDZscjcweDZNbUE3blRjamNISk9RQ2hCUktrY093ZW52aDNWZ2R5UXVndnc4R2g0RkxsamkwMGNvektWbS1KYWRVYnZ0X3AtSU5JRzIxZjFvcWgxN19vM0lPaW9vY1FBVlhLVmEzRE5CRjQxTU1fM3VmYzNWdW53aGZ0QVdFWHBUWTNWTkxrcllKQ3I1akFOUmV1Zlh4Y3ZjQi1XOEVMa0RPUFBqM094VGgta2hHdVFxSDB4YXZKMng" 
                        ] 
                    } 
                }, 
                "result": { 

739



Amazon Managed Grafana ユーザーガイド
Grafana API ログファイルエント

リのログファイルエントリについて

                    "statusType": "failure" 
                }, 
                "ipAddress": "192.0.2.0,198.51.100.0", 
                "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) 
 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36", 
                "grafanaVersion": "7.5.7", 
                "additionalData": { 
                    "GiraffeCustomerAccount": "111122223333", 
                    "GiraffeWorkspaceId": "g-123EXAMPLE", 
                    "extUserInfo": "{\"OAuthToken\":null,\"AuthModule\":\"auth.sso\",
\"AuthId\":\"92670be4c1-e524608b-82f2-452d-a707-161c1e5f4706\",\"UserId\":0,\"Email\":\"\",
\"Login\":\"johndoe\",\"Name\":\"johndoe\",\"Groups\":null,\"OrgRoles\":{\"1\":\"Admin\"},
\"IsGrafanaAdmin\":false,\"IsDisabled\":false}" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Grafana API 投稿/api/認証/キー

{ 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": { 
        "type": "Unknown", 
        "userName": "api_key" 
    }, 
    "eventTime": "2021-07-09T02:16:32Z", 
    "eventSource": "grafana.amazonaws.com", 
    "eventName": "create", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0,198.51.100.1", 
    "userAgent": "python-requests/2.24.0", 
    "errorCode": "200", 
    "requestParameters": null, 
    "responseElements": null, 
    "eventID": "157bbf19-6ba4-4704-bc3b-d3e334b3a2b8", 
    "readOnly": false, 
    "eventType": "AwsServiceEvent", 
    "managementEvent": true, 
    "eventCategory": "Management", 
    "recipientAccountId": "111122223333", 
    "serviceEventDetails": { 
        "timestamp": "2021-07-09T02:16:32.419795511Z", 
        "user": { 
            "orgId": 1, 
            "orgRole": "Admin", 
            "name": "api_key", 
            "apiKeyId": "23", 
            "isAnonymous": false 
        }, 
        "action": "create", 
        "resources": [ 
            { 
                "ID": 0, 
                "type": "api-key" 
            } 
        ], 
        "requestUri": "", 
        "request": { 
            "body": "{\"name\":\"keyname\",\"role\":\"Admin\",\"secondsToLive\":60}" 
        }, 
        "result": { 
            "statusType": "success", 
            "statusCode": "200" 
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        }, 
        "ipAddress": "192.0.2.0,198.51.100.1", 
        "userAgent": "python-requests/2.24.0", 
        "grafanaVersion": "7.5.7", 
        "additionalData": { 
            "GiraffeCustomerAccount": "111122223333", 
            "GiraffeWorkspaceId": "g-123EXAMPLE" 
        } 
    }
}

Grafana API 削除 /api/auth/keys/:id

{ 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": { 
        "type": "Unknown", 
        "userName": "api_key" 
    }, 
    "eventTime": "2021-07-09T02:16:33Z", 
    "eventSource": "grafana.amazonaws.com", 
    "eventName": "delete", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0,198.51.100.2", 
    "userAgent": "python-requests/2.24.0", 
    "errorCode": "200", 
    "requestParameters": null, 
    "responseElements": null, 
    "eventID": "df1aafb3-28c6-4836-a64b-4d34538edc51", 
    "readOnly": false, 
    "eventType": "AwsServiceEvent", 
    "managementEvent": true, 
    "eventCategory": "Management", 
    "recipientAccountId": "111122223333", 
    "serviceEventDetails": { 
        "timestamp": "2021-07-09T02:16:33.045041594Z", 
        "user": { 
            "orgId": 1, 
            "orgRole": "Admin", 
            "name": "api_key", 
            "apiKeyId": "23", 
            "isAnonymous": false 
        }, 
        "action": "delete", 
        "resources": [ 
            { 
                "ID": 0, 
                "type": "api-key" 
            } 
        ], 
        "requestUri": "", 
        "request": { 
            "params": { 
                ":id": "24" 
            } 
        }, 
        "result": { 
            "statusType": "success", 
            "statusCode": "200" 
        }, 
        "ipAddress": "192.0.2.0,198.51.100.2", 
        "userAgent": "python-requests/2.24.0", 
        "grafanaVersion": "7.5.7", 
        "additionalData": { 
            "GiraffeCustomerAccount": "111122223333", 
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            "GiraffeWorkspaceId": "g-123EXAMPLE" 
        } 
    }
}

Grafana API POST /api/alerts/: id/pause

{ 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": { 
        "type": "Unknown", 
        "userName": "api_key" 
    }, 
    "eventTime": "2021-07-09T02:16:40Z", 
    "eventSource": "grafana.amazonaws.com", 
    "eventName": "pause", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0,198.51.100.3", 
    "userAgent": "python-requests/2.24.0", 
    "errorCode": "200", 
    "requestParameters": null, 
    "responseElements": null, 
    "eventID": "d533a7ba-f193-45ac-a88c-75ed0594509b", 
    "readOnly": false, 
    "eventType": "AwsServiceEvent", 
    "managementEvent": true, 
    "eventCategory": "Management", 
    "recipientAccountId": "111122223333", 
    "serviceEventDetails": { 
        "timestamp": "2021-07-09T02:16:40.261226856Z", 
        "user": { 
            "orgId": 1, 
            "orgRole": "Admin", 
            "name": "api_key", 
            "apiKeyId": "23", 
            "isAnonymous": false 
        }, 
        "action": "pause", 
        "resources": [ 
            { 
                "ID": 0, 
                "type": "alert" 
            } 
        ], 
        "requestUri": "", 
        "request": { 
            "params": { 
                ":alertId": "1" 
            }, 
            "body": "{\"paused\":true}" 
        }, 
        "result": { 
            "statusType": "success", 
            "statusCode": "200" 
        }, 
        "ipAddress": "192.0.2.0,198.51.100.3", 
        "userAgent": "python-requests/2.24.0", 
        "grafanaVersion": "7.5.7", 
        "additionalData": { 
            "GiraffeCustomerAccount": "111122223333", 
            "GiraffeWorkspaceId": "g-123EXAMPLE" 
        } 
    }
}
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Grafana POST /api/アラート/テスト

{ 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": { 
        "type": "Unknown", 
        "userName": "api_key" 
    }, 
    "eventTime": "2021-07-09T02:16:39Z", 
    "eventSource": "grafana.amazonaws.com", 
    "eventName": "test", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0,10.0.42.208", 
    "userAgent": "python-requests/2.24.0", 
    "errorCode": "400", 
    "errorMessage": "The dashboard needs to be saved at least once before you can test an 
 alert rule", 
    "requestParameters": null, 
    "responseElements": null, 
    "eventID": "7094644d-8230-4774-a092-8a128eb6dec9", 
    "readOnly": false, 
    "eventType": "AwsServiceEvent", 
    "managementEvent": true, 
    "eventCategory": "Management", 
    "recipientAccountId": "111122223333", 
    "serviceEventDetails": { 
        "timestamp": "2021-07-09T02:16:39.622607860Z", 
        "user": { 
            "orgId": 1, 
            "orgRole": "Admin", 
            "name": "api_key", 
            "apiKeyId": "23", 
            "isAnonymous": false 
        }, 
        "action": "test", 
        "resources": [ 
            { 
                "ID": 0, 
                "type": "panel" 
            } 
        ], 
        "requestUri": "", 
        "request": {}, 
        "result": { 
            "statusType": "failure", 
            "statusCode": "400", 
            "failureMessage": "The dashboard needs to be saved at least once before you 
 test an alert rule" 
        }, 
        "ipAddress": "192.0.2.0, 10.0.42.208", 
        "userAgent": "python-requests/2.24.0", 
        "grafanaVersion": "7.5.7", 
        "additionalData": { 
            "GiraffeCustomerAccount": "111122223333", 
            "GiraffeWorkspaceId": "g-123EXAMPLE" 
        } 
    }
}

Grafana API 投稿/api/アラート通知

{ 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": { 
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        "type": "Unknown", 
        "userName": "api_key" 
    }, 
    "eventTime": "2021-07-09T02:16:40Z", 
    "eventSource": "grafana.amazonaws.com", 
    "eventName": "create", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0,198.51.100.0", 
    "userAgent": "python-requests/2.24.0", 
    "errorCode": "200", 
    "requestParameters": null, 
    "responseElements": null, 
    "eventID": "1ce099b3-c427-4338-9f42-d38d1ef64efe", 
    "readOnly": false, 
    "eventType": "AwsServiceEvent", 
    "managementEvent": true, 
    "eventCategory": "Management", 
    "recipientAccountId": "111122223333", 
    "serviceEventDetails": { 
        "timestamp": "2021-07-09T02:16:40.888295790Z", 
        "user": { 
            "orgId": 1, 
            "orgRole": "Admin", 
            "name": "api_key", 
            "apiKeyId": "23", 
            "isAnonymous": false 
        }, 
        "action": "create", 
        "resources": [ 
            { 
                "ID": 0, 
                "type": "alert-notification" 
            } 
        ], 
        "requestUri": "", 
        "request": { 
            "body": "{\"name\":\"alert notification name\",\"type\":\"Slack\"}" 
        }, 
        "result": { 
            "statusType": "success", 
            "statusCode": "200" 
        }, 
        "ipAddress": "192.0.2.0,198.51.100.0", 
        "userAgent": "python-requests/2.24.0", 
        "grafanaVersion": "7.5.7", 
        "additionalData": { 
            "GiraffeCustomerAccount": "111122223333", 
            "GiraffeWorkspaceId": "g-123EXAMPLE" 
        } 
    }
}

Grafana API PUT /api/アラート通知/uid/: uid

{ 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": { 
        "type": "Unknown", 
        "userName": "api_key" 
    }, 
    "eventTime": "2021-07-09T02:16:42Z", 
    "eventSource": "grafana.amazonaws.com", 
    "eventName": "update", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0,198.51.100.3", 
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    "userAgent": "python-requests/2.24.0", 
    "errorCode": "200", 
    "requestParameters": null, 
    "responseElements": null, 
    "eventID": "cebfeb38-5007-495c-bd29-c8077797acac", 
    "readOnly": false, 
    "eventType": "AwsServiceEvent", 
    "managementEvent": true, 
    "eventCategory": "Management", 
    "recipientAccountId": "111122223333", 
    "serviceEventDetails": { 
        "timestamp": "2021-07-09T02:16:42.792652648Z", 
        "user": { 
            "orgId": 1, 
            "orgRole": "Admin", 
            "name": "api_key", 
            "apiKeyId": "23", 
            "isAnonymous": false 
        }, 
        "action": "update", 
        "resources": [ 
            { 
                "ID": 0, 
                "type": "alert-notification" 
            } 
        ], 
        "requestUri": "", 
        "request": { 
            "params": { 
                ":uid": "WvDWDSinz" 
            }, 
            "body": "{\"name\":\"DIFFERENT alert notification name\",\"type\":\"AWS SNS\"}" 
        }, 
        "result": { 
            "statusType": "success", 
            "statusCode": "200" 
        }, 
        "ipAddress": "192.0.2.0,198.51.100.3", 
        "userAgent": "python-requests/2.24.0", 
        "grafanaVersion": "7.5.7", 
        "additionalData": { 
            "GiraffeCustomerAccount": "111122223333", 
            "GiraffeWorkspaceId": "g-123EXAMPLE" 
        } 
    }
}

Grafana API 投稿/API/注釈

{ 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": { 
        "type": "Unknown", 
        "userName": "api_key" 
    }, 
    "eventTime": "2021-07-09T02:16:45Z", 
    "eventSource": "grafana.amazonaws.com", 
    "eventName": "create", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0,198.51.100.1", 
    "userAgent": "python-requests/2.24.0", 
    "errorCode": "200", 
    "requestParameters": null, 
    "responseElements": null, 
    "eventID": "13bf3bef-966c-4913-a760-ade365a4a08f", 

745



Amazon Managed Grafana ユーザーガイド
Grafana API ログファイルエント

リのログファイルエントリについて

    "readOnly": false, 
    "eventType": "AwsServiceEvent", 
    "managementEvent": true, 
    "eventCategory": "Management", 
    "recipientAccountId": "111122223333", 
    "serviceEventDetails": { 
        "timestamp": "2021-07-09T02:16:45.394513179Z", 
        "user": { 
            "orgId": 1, 
            "orgRole": "Admin", 
            "name": "api_key", 
            "apiKeyId": "23", 
            "isAnonymous": false 
        }, 
        "action": "create", 
        "resources": [ 
            { 
                "ID": 0, 
                "type": "annotation" 
            } 
        ], 
        "requestUri": "", 
        "request": { 
            "body": "{\"dashboardId\":36,\"panelId\":2,\"tags\":[\"tag1\",\"tag2\"],\"what
\":\"Event Name\"}" 
        }, 
        "result": { 
            "statusType": "success", 
            "statusCode": "200" 
        }, 
        "ipAddress": "192.0.2.0,198.51.100.1", 
        "userAgent": "python-requests/2.24.0", 
        "grafanaVersion": "7.5.7", 
        "additionalData": { 
            "GiraffeCustomerAccount": "111122223333", 
            "GiraffeWorkspaceId": "g-123EXAMPLE" 
        } 
    }
}

Grafana API 削除 /api/dashboards/uid/: uid

{ 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": { 
        "type": "Unknown", 
        "userName": "api_key" 
    }, 
    "eventTime": "2021-07-09T02:17:09Z", 
    "eventSource": "grafana.amazonaws.com", 
    "eventName": "delete", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0,198.51.100.7", 
    "userAgent": "python-requests/2.24.0", 
    "errorCode": "200", 
    "requestParameters": null, 
    "responseElements": null, 
    "eventID": "d6ad9134-5fbc-403c-a76d-4ed9a81065b6", 
    "readOnly": false, 
    "eventType": "AwsServiceEvent", 
    "managementEvent": true, 
    "eventCategory": "Management", 
    "recipientAccountId": "111122223333", 
    "serviceEventDetails": { 
        "timestamp": "2021-07-09T02:17:09.200112003Z", 
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        "user": { 
            "orgId": 1, 
            "orgRole": "Admin", 
            "name": "api_key", 
            "apiKeyId": "23", 
            "isAnonymous": false 
        }, 
        "action": "delete", 
        "resources": [ 
            { 
                "ID": 0, 
                "type": "dashboard" 
            } 
        ], 
        "requestUri": "", 
        "request": { 
            "params": { 
                ":uid": "GLzWvIi7z" 
            } 
        }, 
        "result": { 
            "statusType": "success", 
            "statusCode": "200" 
        }, 
        "ipAddress": "192.0.2.0,198.51.100.7", 
        "userAgent": "python-requests/2.24.0", 
        "grafanaVersion": "7.5.7", 
        "additionalData": { 
            "GiraffeCustomerAccount": "111122223333", 
            "GiraffeWorkspaceId": "g-123EXAMPLE" 
        } 
    }
}

Grafana API PUT /API/データソース/: データソース ID

{ 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": { 
        "type": "Unknown", 
        "userName": "api_key" 
    }, 
    "eventTime": "2021-07-09T02:16:36Z", 
    "eventSource": "grafana.amazonaws.com", 
    "eventName": "update", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0,10.0.108.94", 
    "userAgent": "python-requests/2.24.0", 
    "errorCode": "200", 
    "requestParameters": null, 
    "responseElements": null, 
    "eventID": "92877483-bdf6-44f5-803e-1ac8ad997113", 
    "readOnly": false, 
    "eventType": "AwsServiceEvent", 
    "managementEvent": true, 
    "eventCategory": "Management", 
    "recipientAccountId": "111122223333", 
    "serviceEventDetails": { 
        "timestamp": "2021-07-09T02:16:36.918660585Z", 
        "user": { 
            "orgId": 1, 
            "orgRole": "Admin", 
            "name": "api_key", 
            "apiKeyId": "23", 
            "isAnonymous": false 
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        }, 
        "action": "update", 
        "resources": [ 
            { 
                "ID": 0, 
                "type": "datasource" 
            } 
        ], 
        "requestUri": "", 
        "request": { 
            "params": { 
                ":id": "108" 
            }, 
            "body": "{\"access\":\"proxy\",\"basicAuth\":false,\"name\":
\"test_amp_datasource_NEW_name\",\"type\":\"Amazon Managed Prometheus\",\"url\":\"http://
amp.amazonaws.com\"}" 
        }, 
        "result": { 
            "statusType": "success", 
            "statusCode": "200" 
        }, 
        "ipAddress": "192.0.2.0,10.0.108.94", 
        "userAgent": "python-requests/2.24.0", 
        "grafanaVersion": "7.5.7", 
        "additionalData": { 
            "GiraffeCustomerAccount": "111122223333", 
            "GiraffeWorkspaceId": "g-123EXAMPLE" 
        } 
    }
}

Grafana API 削除 /API/チーム/: チームID/グループ/: groupId

{ 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": { 
        "type": "Unknown", 
        "userName": "api_key" 
    }, 
    "eventTime": "2021-07-09T02:17:07Z", 
    "eventSource": "grafana.amazonaws.com", 
    "eventName": "delete", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0,198.51.100.2", 
    "userAgent": "python-requests/2.24.0", 
    "errorCode": "200", 
    "requestParameters": null, 
    "responseElements": null, 
    "eventID": "b41d3967-daab-44d1-994a-a437556add82", 
    "readOnly": false, 
    "eventType": "AwsServiceEvent", 
    "managementEvent": true, 
    "eventCategory": "Management", 
    "recipientAccountId": "111122223333", 
    "serviceEventDetails": { 
        "timestamp": "2021-07-09T02:17:07.296142539Z", 
        "user": { 
            "orgId": 1, 
            "orgRole": "Admin", 
            "name": "api_key", 
            "apiKeyId": "23", 
            "isAnonymous": false 
        }, 
        "action": "delete", 
        "resources": [ 
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            { 
                "ID": 0, 
                "type": "team" 
            } 
        ], 
        "requestUri": "", 
        "request": { 
            "params": { 
                ":groupId": "cn=editors,ou=groups,dc=grafana,dc=org", 
                ":teamId": "35" 
            } 
        }, 
        "result": { 
            "statusType": "success", 
            "statusCode": "200" 
        }, 
        "ipAddress": "192.0.2.0,198.51.100.2", 
        "userAgent": "python-requests/2.24.0", 
        "grafanaVersion": "7.5.7", 
        "additionalData": { 
            "GiraffeCustomerAccount": "111122223333", 
            "GiraffeWorkspaceId": "g-123EXAMPLE" 
        } 
    }
}

Grafana API PUT /api/フォルダ/: uid

{ 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": { 
        "type": "Unknown", 
        "userName": "api_key" 
    }, 
    "eventTime": "2021-07-09T02:16:56Z", 
    "eventSource": "grafana.amazonaws.com", 
    "eventName": "update", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0,198.51.100.1", 
    "userAgent": "python-requests/2.24.0", 
    "errorCode": "412", 
    "errorMessage": "the folder has been changed by someone else", 
    "requestParameters": null, 
    "responseElements": null, 
    "eventID": "414c98c8-aa53-45e4-940d-bea55716eaf6", 
    "readOnly": false, 
    "eventType": "AwsServiceEvent", 
    "managementEvent": true, 
    "eventCategory": "Management", 
    "recipientAccountId": "111122223333", 
    "serviceEventDetails": { 
        "timestamp": "2021-07-09T02:16:56.382646826Z", 
        "user": { 
            "orgId": 1, 
            "orgRole": "Admin", 
            "name": "api_key", 
            "apiKeyId": "23", 
            "isAnonymous": false 
        }, 
        "action": "update", 
        "resources": [ 
            { 
                "ID": 0, 
                "type": "folder" 
            } 
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        ], 
        "requestUri": "", 
        "request": { 
            "params": { 
                ":uid": "lnsZvSi7z" 
            }, 
            "body": "{\"title\":\"NEW Folder Name\"}" 
        }, 
        "result": { 
            "statusType": "failure", 
            "statusCode": "412", 
            "failureMessage": "the folder has been changed by someone else" 
        }, 
        "ipAddress": "192.0.2.0,198.51.100.1", 
        "userAgent": "python-requests/2.24.0", 
        "grafanaVersion": "7.5.7", 
        "additionalData": { 
            "GiraffeCustomerAccount": "111122223333", 
            "GiraffeWorkspaceId": "g-123EXAMPLE" 
        } 
    }
}

Grafana API 投稿/API/チーム

{ 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": { 
        "type": "Unknown", 
        "userName": "api_key" 
    }, 
    "eventTime": "2021-07-09T02:17:02Z", 
    "eventSource": "grafana.amazonaws.com", 
    "eventName": "create", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0,10.0.40.206", 
    "userAgent": "python-requests/2.24.0", 
    "errorCode": "200", 
    "requestParameters": null, 
    "responseElements": null, 
    "eventID": "8d40bd79-76a8-490c-b7bb-74205253b707", 
    "readOnly": false, 
    "eventType": "AwsServiceEvent", 
    "managementEvent": true, 
    "eventCategory": "Management", 
    "recipientAccountId": "111122223333", 
    "serviceEventDetails": { 
        "timestamp": "2021-07-09T02:17:02.845022379Z", 
        "user": { 
            "orgId": 1, 
            "orgRole": "Admin", 
            "name": "api_key", 
            "apiKeyId": "23", 
            "isAnonymous": false 
        }, 
        "action": "create", 
        "resources": [ 
            { 
                "ID": 0, 
                "type": "team" 
            } 
        ], 
        "requestUri": "", 
        "request": { 
            "body": "{\"name\":\"TeamName\"}" 
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        }, 
        "result": { 
            "statusType": "success", 
            "statusCode": "200" 
        }, 
        "ipAddress": "192.0.2.0,10.0.40.206", 
        "userAgent": "python-requests/2.24.0", 
        "grafanaVersion": "7.5.7", 
        "additionalData": { 
            "GiraffeCustomerAccount": "111122223333", 
            "GiraffeWorkspaceId": "g-123EXAMPLE" 
        } 
    }
}

セキュリティベストプラクティス
このセクションのトピックでは、Amazon Managed Grafana デプロイのセキュリティを最適に維持するた
めに従うべきベストプラクティスについて説明します。

有効期間が短い API キーを使用する
Amazon マネージド Grafana ワークスペースで Grafana API を使用するには、まず認証に使用する API 
キーを作成する必要があります。キーを作成するときは、キーの有効期間を指定します。有効期間は、最
大 30 日間です。キーの有効期間を数時間以下など、より短い時間に設定することを強くお勧めします。
これにより、長期間有効な API キーを使用するよりもリスクがはるかに少なくなります。

また、API キーを保護する観点から、API キーをパスワードとして扱うことをお勧めします。たとえば、
プレーンテキストで保存しないでください。

セルフマネージド Grafana からの移行
このセクションは、既存のセルフマネージド Grafana または Grafana Enterprise デプロイを Amazon マ
ネージド Grafana に移行する場合に役に立ちます。これは、オンプレミスの Grafana と、自分のアカウン
トでのAWS Grafana デプロイの両方に当てはまります。

GrafanaAWS をオンプレミスまたは自分のアカウントで実行している場合は、ユーザーやチーム、場合
によっては組織の役割を定義してアクセスを管理していることでしょう。Amazon マネージド Grafana 
では、ユーザーとグループは Amazon マネージド Grafana の外部で IAM ID センターを使用して管理
されるか、SAML 2.0 統合を介してお客様のアイデンティティプロバイダー (IdP) から直接管理されま
す。Amazon Managed Grafana では、ダッシュボードの表示など、タスクの実行に必要な特定の権限を割
り当てることができます。Amazon マネージド Grafana のユーザマネージド（管理）の詳細については、
を参照してくださいワークスペース、ユーザー、ポリシーの管理 (p. 21)。

さらに、オンプレミスの Grafana を実行すると、有効期間の長いキーまたはシークレット認証情報を使用
してデータソースにアクセスすることになります。Amazon マネージド Grafana に移行する際には、これ
らの IAM ユーザーを IAM ロールに置き換えることを強くお勧めします。例については、「 CloudWatch 
データソースとして手動で追加 (p. 60)」を参照してください。

インターフェイス VPC エンドポイント
Amazon VPC と Amazon マネージドGrafanaAWS PrivateLink 間のサポートを提供しています。Amazon 
VPC エンドポイントの IAM リソースポリシーをアタッチすることで、仮想プライベートクラウド (VPC) 
エンドポイントから Amazon Managed Grafana サービスへのアクセスを制御できます。
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Grafana GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

Amazon MGrafana GGGGGGGGGGGGVPC エンドポイントをサポートします。Amazon マネージド 
Grafana サービスに接続すると、Amazon マネージド Grafana API にアクセスしてワークスペースを管理
できます。または、特定のワークスペースに VPC エンドポイントを作成できます。

インターフェイス VPC エンドポイントGrafana 
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Amazon マネージド Grafana でインターフェイス VPC エンドポイントを使用するには 2 つの方法があ
ります。VPC エンドポイントを使用して、Amazon EC2AWS インスタンスなどのリソースが Amazon 
マネージド Grafana API にアクセスしてリソースを管理できるようにすることも、Amazon マネージド 
Grafana ワークスペースへのネットワークアクセスを制限する一環として VPC エンドポイントを使用する
こともできます。

• Amazon VPC を使用してリソースをホストする場合、com.amazonaws.region.grafanaサービス名
エンドポイントを使用してAWSリソースをホストする場合、VPC と Grafana GGGGGGGGGGAPI の間
のプライベート接続を確立できます。

• ネットワークアクセスコントロールを使用して Amazon Managed Grafana ワークスペースにセキュリ
ティを追加しようとしている場合は、com.amazonaws.region.grafana-workspaceサービス名エ
ンドポイントを使用して VPC と Grafana ワークスペースエンドポイントの間にプライベート接続を確
立できます。

Amazon VPC は、AWS のサービスAWSお客様の定義する仮想ネットワークでリソースを起動する
ために使用できる Amazon VPC です。VPC を使用すると、IP アドレス範囲、サブネット、ルー
トテーブル、ネットワークゲートウェイなどのネットワーク設定を制御できます。VPC Grafana 
GGGGGGGGGGGVPC VPC VPC VPC VPC GGGGGGGGGAPI VPC VPC GGGGGGG このエンドポイン
トは、インターネットゲートGGrafana への信頼性が高くスケーラブルな Amazon ManFraffffana への接続
を提供します。詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「Amazon VPC とは」を参照してく
ださい。

インターフェイス VPC エンドポイントはAWS PrivateLink、elastic network interfaceAWSAWS のサービ
ス を使用してのプライベート通信を可能にするのテクノロジーです。詳細については、「New － AWS の
サービス向けの AWS PrivateLink」を参照してください。

Amazon VPC を使い始める方法については、Amazon VPC ユーザーガイドの「はじめに」を参照してくだ
さい。

Amazon マネージド GrafanaAWS PrivateLink に接続
するための VPC エンドポイントの作成
以下のサービス名エンドポイントのいずれかを使用して、Amazon Managed Grafana へのインターフェイ
ス VPC エンドポイントを作成します。

• Amazon マネージド Grafana API に接続してワークスペースを管理するには、以下を選択します。

com.amazonaws.region.grafana.
• Amazon マネージド Grafana ワークスペースに接続するには (Grafana API を使用する場合など)、以下

を選択します。

com.amazonaws.region.grafana-workspace

インターフェイス VPC エンドポイントの作成の詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「イン
ターフェイスエンドポイントの作成」を参照してください。
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ワークスペースへのアクセスを制限する

Grafana API を呼び出すには、Amazon VPC ユーザーガイドの指示に従って、VPC エンドポイントのプ
ライベート DNS も有効にする必要があります。これにより、フォーム内の URL をローカルで解決できま
す。*.grafana-workspace.region.amazonaws.com

ネットワークアクセス制御を使用して Grafana ワーク
スペースへのアクセスを制限する
特定の Grafana ワークスペースへのアクセスに使用できる IP アドレスまたは VPC エンドポイントを制限
したい場合は、そのワークスペースへのネットワークアクセス制御を設定できます (p. 31)。

ワークスペースへのアクセスを許可する VPC エンドポイントについては、エンドポイントのセキュリティ
グループを設定することでアクセスをさらに制限できます。詳細については、Amazon VPC ドキュメント
の「セキュリティグループの関連付け」と「セキュリティグループルール」を参照してください。

エンドポイントポリシーを使用して Amazon マネージ
ド Grafana API VPC エンドポイントへのアクセスを
制御する
Amazon Managed Grafana API に (を使用してcom.amazonaws.region.grafana) 接続されている VPC 
エンドポイントの場合、VPC エンドポイントポリシーを追加してサービスへのアクセスを制限できます。

Note

ワークスペースに接続されている (を使用してcom.amazonaws.region.grafana-
workspace) VPC エンドポイントは VPC エンドポイントポリシーをサポートしていません。

VPC評価項目ポリシーは、評価項目の作成時または変更時に評価項目に加える国際機械技術者協会
（IAM）のリソースポリシーです。評価項目の作成時にポリシーを加えない場合、サービスへの数多くの
アクセスを許可する初期設定のポリシーがAmazon VPCによって自動的に接続されます。エンドポイント
ポリシーは、IAM ID ベースのポリシーやサービス固有のポリシーを上書き、または置き換えません。これ
は、評価項目から指定されたサービスへのアクセスを制御するための別のポリシーです。

評価項目のポリシーは、JSON形式で記載する必要があります。

詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC エンドポイントによるサービスのアクセスコント
ロール」を参照してください。

Amazon GGGGGGGGGGGGのエンドポイントポリシーの例を次に示します。このポリシーは、VPC 
Grafana GGGGGGFA GGGGGrafana GGGGGGGGGにデータを送信することを許可します。ま
た、Amazon マネージド Grafana の他のアクションを実行することもできなくなります。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AWSGrafanaPermissions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "grafana:DescribeWorkspace", 
                "grafana:UpdatePermissions", 
                "grafana:ListPermissions", 
                "grafana:ListWorkspaces" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:grafana:*:*:/workspaces*", 
            "Principal": { 
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Grafana API VPC エンドポイントへのアクセスを制御する 

                "AWS": [ 
                    "arn:aws:iam::111122223333:root" 
                ] 
            } 
        } 
    ]
} 
     

Grafana VPC エンドポイントポリシーを編集するには

1. VPC コンソールで Amazon VPC コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Endpoints] (エンドポイント) を選択します。
3. エンドポイントをまだ作成していない場合は、[エンドポイントの作成] を選択します。
4. com.amazonaws.region.grafanaエンドポイントを選択し、[Private] タブを選択します。
5. [ポリシーの編集] を選択し、変更を行います。
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Amazon Managed Grafana サービス
のクォータ

Amazon Managed Grafana には、以下のクォータがあります。ワークスペースの数に応じてクォータの増
額をリクエストできます。

名前 デフォルト 調整
可能

説明

ワークスペースの数 サポートされている
各リージョン: 5

はい このアカウントで現在の
リージョンにおいて保持で
きるワークスペースの最大
数。

AssociateLicense リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1/秒

いい
え

現在のリージョンのこのア
カウントで実行できる 1 秒
あたりの AssociateLicense 
リクエストの最大数。

CreateWorkspace リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1/秒

いい
え

現在のリージョンのこのア
カウントで実行できる 1 秒
あたりの CreateWorkspace 
リクエストの最大数。

DeleteWorkspace リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1/秒

いい
え

現在のリージョンのこのア
カウントで実行できる 1 秒
あたりの DeleteWorkspace 
リクエストの最大数。

DescribeWorkspace リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 5/秒

いい
え

現在のリージョンの
このアカウントで実行
できる 1 秒あたりの 
DescribeWorkspace リクエ
ストの最大数。

DescribeWorkspaceAuthentication リクエ
ストのレート

サポートされている
各リージョン: 1/秒

いい
え

現在のリージョンの
このアカウントで実行
できる 1 秒あたりの 
DescribeWorkspaceAuthentication 
リクエストの最大数。

DisassociateLicense リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 1/秒

いい
え

現在のリージョンの
このアカウントで実行
できる 1 秒あたりの 
DisassociateLicense リクエ
ストの最大数。

ListPermissions リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 10/秒

いい
え

現在のリージョンのこのア
カウントで実行できる 1 秒
あたりの ListPermissions リ
クエストの最大数。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

ListWorkspaces リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 5/秒

いい
え

現在のリージョンのこのア
カウントで実行できる 1 秒
あたりの ListWorkspaces リ
クエストの最大数。

UpdatePermissions リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 10/秒

いい
え

現在のリージョンの
このアカウントで実行
できる 1 秒あたりの 
UpdatePermissions リクエ
ストの最大数。

UpdateWorkspace リクエストのレート サポートされている
各リージョン: 10/秒

いい
え

現在のリージョンのこのア
カウントで実行できる 1 秒
あたりの UpdateWorkspace 
リクエストの最大数。

UpdateWorkspaceAuthentication リクエス
トのレート

サポートされている
各リージョン: 1/秒

いい
え

現在のリージョンの
このアカウントで実行
できる 1 秒あたりの 
UpdateWorkspaceAuthentication 
リクエストの最大数。

さらに、Amazon Managed Grafana の各ワークスペースには以下のクォータがあります。

リソース 調整可能 デフォルトのクォータ

アラート

クラシックアラートのワー
クスペースごとのルール
数、Grafana アラートの
ワークスペースごとのルー
ルインスタンスの数。

いいえ ワークスペースあたり 100。

ダッシュボード いいえ ワークスペースあたり 2,000。

データソース いいえ ワークスペースあたり 2,000。

Users いいえ 10,000 がプロビジョニングされ、ワークス
ペースあたり 500 が同時実行されました。

API キー いいえ ワークスペースあたり 100。

ネットワークアクセス制御:

プレフィックスリスト

いいえ ワークスペースあたり 50 個

ネットワークアクセス制御:

IP アドレスの範囲

いいえ プレフィックスリストあたり 100。

ネットワークアクセス制御:

VPC エンドポイント

いいえ ワークスペースあたり 50 個
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ユーザーガイドのドキュメント履歴
次の表に、Amazon Managed Grafana の前回のリリース以後に行われたドキュメントの重要な変更を示し
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

Amazon マネージド
Grafana、Grafana バージョン 9 
のサポートを追加

Amazon マネージド Grafana に 
Grafana バージョン 9 のサポート
が追加されました。Grafana バー
ジョン 8 も引き続き使用できま
す。

2023 年

Amazon マネージド Grafana に
新しい管理ポリシーが追加され
ました

Amazon マネージド Grafana に
は、AmazonGrafanaCloudWatchAccessAmazon 
マネージド Grafana がのメト
リックスにアクセスできるように
する新しい管理ポリシーが追加さ
れました CloudWatch。

2023 年 3 月 24 日

Amazon マネージドGrafana が新
しい権限を追加します

Amazon Managed Grafana に
は、Microsoft Active Directory ま
たは Active Directory Connector 
で管理されている IAM ID セン
ターのユーザーとグループを 
Amazon マネージド Grafana 
ワークスペースに関連付けた
り、AWSGrafanaWorkspacePermissionManagement関
連付けを解除したりできるよう
に、新しいアクセス権限が追加さ
れました。

2023 年 3 月 22 日

アラートインスタンスの明確化 Grafana アラートでは、1 つのア
ラートルールで複数のアラート
インスタンスを作成でき、クォー
タに達するまでの時間に影響しま
す。ドキュメントが更新され、詳
細が追加されました。

2023 年 3 月 20 日

Amazon マネージド Grafana が
新しいデータソースを追加しま
す

Amazon マネージド Grafana 
に、データブリックスと Google 
BigQuery 用の新しいデータソー
スプラグインが追加されました。

2023 年 3 月 14 日

Amazon マネージド Grafana が
ワークスペースにネットワーク
アクセスコントロールを追加

Amazon Managed Grafana には
ネットワークアクセスコントロー
ルが追加され、指定した IP アド
レスまたは VPC エンドポイント
のみがワークスペースにアクセス
できるようになります。

2023 年 2 月 16 日

Amazon マネージドGrafana が新
しい権限を追加します

Amazon マネージド Grafana 
は、IAM ID センターのユー
ザーとグループを Grafana
AWSGrafanaWorkspacePermissionManagementワー
クスペースに関連付けることがで

2022 年 12 月 20 日
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きるように、新しいアクセス権限
を追加しました。

Grafana サービスの新しい SLR 
ポリシー

AmazonGrafanaServiceLinkedRolePolicyAWS
管理ポリシーから権限を
受け取るサービスにリンク
されたロールを追加しまし
た。AmazonManagedGrafana

2022 年 11 月 23 日

Amazon VPC データソースとの
接続

Amazon VPC 内のデータソース
への接続がAmazon VPC に追加
されました。

2022 年 11 月 23 日

Amazon マネージド Grafana に
ワークスペース設定が追加され
ました

Amazon マネージド Grafana 
は、Grafana ワークスペースイン
スタンスごとに設定を変更するた
めのサポートを追加しました

2022 年 11 月 23 日

Amazon マネージド Grafana が 
Grafana アラートのサポートを追
加しました

Amazon マネージド Grafana 
は、Amazon マネージドサービス
からのアラートを Prometheus イ
ンスタンスと Prometheus インス
タンスに統合するなど、更新され
た Grafana アラート機能の使用
のサポートを追加しました。

2022 年 11 月 23 日

Amazon マネージド Grafana に 
3 つの新しいビジュアライゼー
ションが追加されました

Amazon マネージド Grafana に
は、プロットリー、サンキー、
スキャッターの各パネルビジュア
ライゼーションが追加されていま
す。

2022 年 11 月 17 日

AWSIAM アイデンティティセン
ターへの SSO リブランディング

AWSSSO は IAM アイデンティ
ティセンターにリブランドされま
した。

2022 年 7 月 26 日

Amazon マネージドGrafana 機能
の強化

Amazon マネージド Grafana 
では、Grafana バージョン 
8.4、Pixie、 GitHub Moogsoft の
データソース、記録されたクエ
リ、 WindRose パネルビジュア
ライゼーションのサポートが追加
されました。

2022 年 5 月 13 日

Amazon マネージドGrafana 機能
の強化

Amazon ManGrafana がタグ付け
サポートに追加

2022 年 3 月 31 日

Amazon マネージドGrafana 機能
の強化

Amazon マネージド Grafana に 
VPC プライベートリンクのサ
ポートが追加されました。

2022 年 1 月 7 日

758

https://docs.aws.amazon.com/grafana/latest/userguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/grafana/latest/userguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/grafana/latest/userguide/AMG-configure-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/grafana/latest/userguide/AMG-configure-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/grafana/latest/userguide/AMG-configure-workspace.html
https://docs.aws.amazon.com/grafana/latest/userguide/AMG-configure-workspace.html
https://docs.aws.amazon.com/grafana/latest/userguide/AMG-configure-workspace.html
https://docs.aws.amazon.com/grafana/latest/userguide/alerts-overview.html
https://docs.aws.amazon.com/grafana/latest/userguide/alerts-overview.html
https://docs.aws.amazon.com/grafana/latest/userguide/alerts-overview.html
https://docs.aws.amazon.com/grafana/latest/userguide/AMG-visualizations.html
https://docs.aws.amazon.com/grafana/latest/userguide/AMG-visualizations.html
https://docs.aws.amazon.com/grafana/latest/userguide/AMG-visualizations.html
https://docs.aws.amazon.com/grafana/latest/userguide/what-is-Amazon-Managed-Service-Grafana.html
https://docs.aws.amazon.com/grafana/latest/userguide/what-is-Amazon-Managed-Service-Grafana.html
https://docs.aws.amazon.com/grafana/latest/userguide/what-is-Amazon-Managed-Service-Grafana.html
https://docs.aws.amazon.com/grafana/latest/userguide/what-is-Amazon-Managed-Service-Grafana.html
https://docs.aws.amazon.com/grafana/latest/userguide/tagging.html
https://docs.aws.amazon.com/grafana/latest/userguide/tagging.html
https://docs.aws.amazon.com/grafana/latest/userguide/VPC-endpoints.html
https://docs.aws.amazon.com/grafana/latest/userguide/VPC-endpoints.html


Amazon Managed Grafana ユーザーガイド

Amazon マネージドGrafana 機能
の強化

Amazon Managed Grafana に
は、Amazon Redshift データソー
ス、Amazon Athena データソー
ス、Zabbix、Cloudflareのサポー
トが追加されています。Amazon 
マネージド Grafana は、ジオ
マップパネルのビジュアライゼー
ションと Grafana バージョン 8.2 
をサポートしています。

2021 年 11 月 24 日

Amazon マネージド Grafana プ
レビュー機能の強化

Amazon マネージド Grafana 
のプレビューでは Grafana 
バージョン 7.5 がサポートさ
れ、AWS Marketplace統合に
よる Grafana エンタープラ
イズへのアップグレードもサ
ポートされています。Amazon 
Elasticsearch Service のデータ
ソースも、Elasticsearch のオー
プンディストリビューションをサ
ポートするようにアップグレード
されました。

2021 年 4 月 16 日

Amazon マネージド Grafana プ
レビューがリリースされまし
た。

Amazon Managed Grafana のプ
レビュー版がリリースされまし
た。

2020 年 12 月 15 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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翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾が
ある場合、英語版が優先します。
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