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AWS Lake Formation デベロッパーガイド
Lake Formation の機能

AWS Lake Formation の概要
AWS Lake Formation デベロッパーガイドへようこそ。

AWS Lake Formation は、データレイクの構築、セキュア化、および管理を簡単に実行できるフルマネー
ジドサービスです。Lake Formation は、データレイクの作成に通常必要となる手動での複雑な手順の多く
を簡素化し、自動化します。これらの手順には、データの収集、クレンジング、移動、およびカタログ化
と、そのデータをセキュアな方法で分析および機械学習用に提供することが含まれます。

Lake Formation は、IAM 許可モデルを補強する独自の許可モデルを提供します。この一元的に定義され
た許可モデルは、リレーショナルデータベース管理システム (RDMS) と同様のシンプルな付与または取
り消しメカニズムを通じて、データレイクに保存されたデータに対する細粒度のアクセス権を可能にし
ます。Lake Formation 許可は、Amazon Athena、Amazon QuickSight、および Amazon Redshift などの 
AWS の分析および機械学習サービス全体で、列、行、およびセルレベルでの詳細なコントロールを使用し
て適用されます。

トピック
• Lake Formation の機能 (p. 1)
• AWS Lake Formation: 仕組み (p. 3)
• セットアップ (p. 6)
• AWS のサービスの Lake Formation との統合 (p. 21)
• Lake Formation の使用の開始 (p. 22)

Lake Formation の機能
Lake Formation は、データサイロを分解し、異なるタイプの構造化および非構造化データを一元化された
リポジトリに統合するために役立ちます。まず、Amazon S3、またはリレーショナルおよび NoSQL デー
タベース内の既存のデータストアを特定し、データをデータレイクに移動させます。その後、分析のため
にデータのクロール、カタログ化、および準備を行います。次に、ユーザーが選択した分析サービス経由
でのデータへのセキュアなセルフサービスアクセスをユーザーに提供します。

トピック
• データインジェストと管理 (p. 1)
• セキュリティ管理 (p. 2)
• データ共有  (p. 3)

データインジェストと管理
すでに AWS 内にあるデータベースからデータをインポートする

既存のデータベースの場所を指定し、アクセス認証情報を指定すると、Lake Formation がデータソース
の内容を理解するためにデータとそのメタデータ (スキーマ) を読み取ります。その後、Lake Formation 
がデータを新しいデータレイクにインポートし、メタデータを中央カタログに記録します。Lake 
Formation を使用することで、Amazon RDS で実行されている、または Amazon EC2 でホストされている 
MySQL、PostgreSQL、SQL Server、MariaDB、および Oracle データベースからデータをインポートでき
ます。データのロードは一括と増分の両方がサポートされています。

その他の外部ソースからデータをインポートする

Lake Formation は、Java Database Connectivity (JDBC) を使用した接続によるオンプレミスデータベース
からのデータの移動に使用できます。コンソールでターゲットソースを特定し、アクセス認証情報を提供

1



AWS Lake Formation デベロッパーガイド
セキュリティ管理

すると、Lake Formation がデータを読み取って、データレイクにロードします。上記以外のデータベース
からデータをインポートするには、AWS Glue を使用してカスタム ETL ジョブを作成できます。

データをカタログ化してラベル付けする

AWS Glue クローラーを使用して、Amazon S3 内のデータを読み取り、データベースとテーブルのス
キーマを抽出して、これらのデータを検索可能な AWS Glue Data Catalogに保存できます。次に、Lake 
Formation のタグベースのアクセスコントロール (TBAC) を使用して、データベース、テーブル、列に
対するアクセス許可を管理します。Data Catalog へのテーブルの追加に関する詳細については、「Data 
Catalog テーブルとデータベースの管理 (p. 122)」を参照してください。

セキュリティ管理
アクセスコントロールを定義して管理する

Lake Formation では、データレイク内のデータに対するアクセスコントロールを 1 か所で管理できま
す。データベース、テーブル、列、行、およびセルレベルでデータへのアクセスを制限するセキュリ
ティポリシーを定義できます。これらのポリシーは、IAM ユーザーとロール、および外部のアイデン
ティプロバイダー経由でフェデレーションするユーザーとグループに適用されます。Amazon Redshift 
Spectrum、Athena、AWS Glue ETL、および Amazon EMR for Apache Spark 内にある Lake Formation に
よってセキュア化されたデータにアクセスするための細粒度のコントロールを使用できます。IAM ID を
作成するときは常に、IAM ベストプラクティスに従うようにしてください。詳細については、「IAM ユー
ザーガイド」の「IAM でのセキュリティベストプラクティス」を参照してください。

監査ロギングを実装する

Lake Formation は、アクセスを監視し、一元的に定義されたポリシーへのコンプライアンスを証明す
るために、CloudTrail を使用した包括的な監査ログを提供します。Lake Formation を介してデータレイ
ク内のデータを読み取る分析および機械学習サービス全体のデータアクセス履歴を監査できます。この
機能により、どのユーザーまたはロールが、どのサービスを使用して、どのデータにいつアクセスしよ
うとしたのかを確認することができます。監査ログには、CloudTrail API とコンソールを使用して他の 
CloudTrail ログにアクセスするのと同じ方法でアクセスできます。CloudTrail ログの詳細については、
「AWS CloudTrail を使用した AWS Lake Formation API コールのロギング (p. 324)」を参照してくださ
い。

行およびセルレベルのセキュリティ

Lake Formation は、列と行の組み合わせに対するアクセスの制限を可能にするデータフィルターを提供し
ます。行およびセルレベルのセキュリティを使用して、個人を特定できる情報 (PII) などの機密データを保
護します。行レベルのセキュリティに関する詳細については、「データフィルタリングの概要 (p. 269)」
を参照してください。

タグベースのアクセスコントロール

Lake Formation のタグベースのアクセスコントロールを使用して、LF タグと呼ばれるカスタムラベルを
作成することで、数百または数千にも及ぶデータへのアクセス許可を管理できます。LF タグを定義して、
データベース、テーブル、または列にアタッチできるようになりました。次に、分析、機械学習 (ML)、お
よび抽出、変換、ロード (ETL) サービス間で制御されたアクセスを共有して利用します。LF タグを使用す
ると、何千ものリソースのポリシー定義をいくつかの論理タグに置き換えることで、データガバナンスを
簡単にスケールできます。Lake Formation は、このメタデータに対するテキストベースの検索機能を提供
するため、ユーザーは分析する必要があるデータをすばやく見つけることができます。

クロスアカウントアクセス

Lake Formation の許可管理機能は、一元化されたアプローチを通じて複数の AWS アカウント全体での分
散型データレイクのセキュア化と管理を簡素化して、データカタログおよび Amazon S3 ロケーションに
対する細粒度のアクセスコントロールを提供します。詳細については、「Lake Formation でのクロスアカ
ウントデータ共有 (p. 189)」を参照してください。
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データ共有
データ共有機能を使用すると、データやメタデータを Amazon S3 や AWS Glue Data Catalogに移行しな
くても、Amazon Redshift などのさまざまなデータソースに保存されているデータセットに対するアクセ
ス許可を設定できます。Lake Formation のデータを共有するには、次の方法を使用できます。

詳細については、「Lake Formation でのデータ共有」を参照してください。

• Lake Formation と Amazon Redshift データ共有の統合 – Lake Formation を使用すると、Amazon 
Redshift データ共有のデータベース、テーブル、列、および行レベルのアクセス許可を一元管理し、
データ共有内のオブジェクトへのユーザーアクセスを制限できます。

• Lake Formation と AWS Data Exchange の統合 – Lake Formation は、AWS Data Exchange を通じて
データへのライセンスアクセスをサポートしています。Lake Formation データのライセンスに関心をお
持ちの場合は、AWS Data Exchange ユーザーガイドの「AWS Data Exchange とは」を参照してくださ
い。

AWS Lake Formation: 仕組み
AWS Lake Formation は、データレイクの構築、セキュア化、および管理を容易にします。Lake 
Formation は、直接、または他の AWS のサービスを通じて以下を実行するために役立ちます。

• データレイクが格納される Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットとパスを登録する。
• raw データの取り込み、クレンジング、変換、および分類を行うデータフローをオーケストレートす

る。
• データレイク内のデータソースとデータに関するメタデータが含まれる Data Catalog を作成して管理す

る。
• 許可の付与/取り消しモデルを使用して、メタデータとデータに対する詳細なデータアクセスポリシーを

定義する。

以下の図は、Lake Formation でデータがロードされ、セキュア化される方法を示しています。

この図にあるように、Lake Formation は AWS Glue のクローラ、AWS Glue の ETL ジョブ、Data 
Catalog、セキュリティ設定、およびアクセスコントロールを管理します。ユーザーは、データがセキュア
な方法でデータレイクに保存された後で、Amazon Athena、Amazon Redshift、および Amazon EMR など
のユーザーが選択する分析サービスを通じてデータにアクセスできます。
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トピック
• Lake Formation の用語 (p. 4)
• Lake Formation コンポーネント (p. 5)

Lake Formation の用語
以下は、本ガイドで使用される重要な用語の一部です。

データレイク
データレイクは、Amazon S3 に保存され、Data Catalog を使用して Lake Formation によって管理される
永続的なデータです。通常、データレイクには以下のデータが保存されます。

• 構造化データと非構造化データ
• raw データと変換されたデータ

Amazon S3 パスをデータレイク内に配置するには、パスを Lake Formation に登録する必要があります。

データアクセス
Lake Formation は、AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーを補強する新しい許可/取り消
しモデルを通じて、データへのセキュアで詳細なアクセスを提供します。

アナリストとデータサイエンティストは、Amazon Athenaなどの AWS の分析および機械学習サービスの
完全なポートフォリオを使用して、データにアクセスすることができます。設定済みの Lake Formation の
セキュリティポリシーは、ユーザーがアクセスを認可されているデータにしかアクセスできないことを確
実にするために役立ちます。

ブループリント
ブループリントは、データレイクにデータを簡単に取り込めるようにするデータ管理テンプレートで
す。Lake Formation は、リレーショナルデータベースや AWS CloudTrail ログなどの事前定義されたソー
スタイプごとに、いくつかのブループリントを提供します。ブループリントからは、ワークフローを作
成できます。ワークフローは、データのロードと更新をオーケストレートするために生成される、AWS 
Glue のクローラ、ジョブ、およびトリガーで構成されます。ブループリントは、データソース、データ
ターゲット、およびスケジュールを入力として使用して、ワークフローを設定します。

ワークフロー
ワークフローは、一連の関連する AWS Glue のジョブ、クローラ、およびトリガーのためのコンテナで
す。Lake Formation でワークフローを作成すると、それが AWS Glue サービスで実行されます。Lake 
Formation は、ワークフローのステータスを単一のエンティティとして追跡できます。

ワークフローを定義するときは、ワークフローの基礎となるブループリントを選択します。その後、ワー
クフローをオンデマンドで、またはスケジュールに従って実行できます。

Lake Formation で作成するワークフローは、AWS Glue コンソールに DAG (Directed Acyclic Graph) とし
て表示されます。DAG を使用することで、ワークフローの進行状況を追跡し、トラブルシューティングを
実行できます。

Data Catalog
Data Catalog は、永続的なメタデータストアです。これは、AWS クラウド上でのメタデータの保存、注
釈付け、および共有を、Apache Hive メタストアと同じ方法で実行できるマネージドサービスです。異種
システムがデータサイロ内のデータを追跡するためのメタデータを保存して検索できる均一なリポジトリ
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を提供し、そのメタデータを使用してデータのクエリと変換を行います。Lake Formation は、AWS Glue 
Data Catalog を使用して、データレイク、データソース、変換、およびターゲットに関するメタデータを
保存します。

データソースとターゲットに関するメタデータは、データベースとテーブルの形式になっています。テー
ブルは、スキーマ情報、およびロケーション情報などを保存します。データベースはテーブルのコレク
ションです。Lake Formation は、Data Catalog 内のデータベースとテーブルへのアクセスを制御するため
の許可の階層を提供します。

各 AWS アカウントには、AWS リージョンごとに 1 つの Data Catalog があります。

基盤となるデータ
基盤となるデータとは、Data Catalog テーブルがポイントするソースデータまたはデータレイク内のデー
タのことです。

プリンシパル
プリンシパルは、AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザーもしくはロール、または Active 
Directory ユーザーです。

データレイク管理者
データレイク管理者は、あらゆる Data Catalog リソースまたはデータロケーションに対する許可を任意の
プリンシパル (自分自身を含む) に付与できるプリンシパルです。データレイク管理者は、Data Catalog の
最初のユーザーとして指定します。このユーザーは、リソースのより詳細な許可を他のプリンシパルに付
与できるようになります。

Note

IAM 管理ユーザー (AdministratorAccess AWS マネージドポリシーを持つユーザー) が、自動
的にデータレイク管理者になるわけではありません。例えば、IAM 管理ユーザーがカタログオブ
ジェクトに対する Lake Formation 許可を付与できるのは、これを実行する許可が IAM 管理ユー
ザー付与されている場合のみになります。ただし、IAM 管理ユーザーは、Lake Formation コン
ソールまたは API を使用して、自分自身をデータレイク管理者として指定できます。

データレイク管理者の能力については、「黙示的な Lake Formation 許可 (p. 162)」を参照してく
ださい。ユーザーのデータレイク管理者としての指定については、「データレイク管理者を作成す
る (p. 10)」を参照してください。

Lake Formation コンポーネント
AWS Lake Formation は、複数のコンポーネントとの相互作用によって、データレイクの作成と管理を
行っています。

Lake Formation コンソール
Lake Formation コンソールを使用して、データレイクの定義と管理、および Lake Formation 許可の付与
と取り消しを行います。コンソールでブループリントを使用して、データの検出、クレンジング、変換、
および取り込みを行うことができます。個々の Lake Formation ユーザーに対してコンソールへのアクセス
を有効化または無効化することもできます。

Lake Formation API とコマンドラインインターフェイス
Lake Formation は、複数の言語固有の SDK と AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して API 
操作を提供します。Lake Formation API は AWS Glue API と連携して動作します。Lake Formation API は
主に Lake Formation 許可の管理に焦点を当てる一方で、AWS Glue APIはデータカタログ APIと、データ
に対する ETL 操作の定義、スケジュール、および実行のためのマネージドインフラストラクチャを提供し
ます。
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AWS Glue APIについては、「AWS Glue デベロッパーガイド」を参照してください。AWS CLI の使用に
ついては、「AWS CLI コマンドリファレンス」を参照してください。

その他の AWS サービス
Lake Formation は、以下のサービスを利用します。

• AWS Glue 変換を使用してデータを変換するジョブとクローラをオーケストレートするための AWS 
Glue

• Lake Formation プリンシパルに許可ポリシーを付与するための IAM Lake Formation の許可モデルは、
データレイクをセキュア化するために IAM 許可モデルを補強します。

セットアップ
Lake Formation を設定するには、以下のタスクを実行します。

1. AWS の初期設定タスクを完了する (p. 6)
2. ワークフロー用の IAM ロールを作成する (p. 9)
3. データレイク管理者を作成する (p. 10)
4. デフォルトの許可モデルを変更する (p. 13)
5. the section called “Lake Formation ユーザーにアクセス許可を割り当てる” (p. 14)
6. the section called “データレイク用の Amazon S3 ロケーションを設定する” (p. 15)
7. the section called “管理対象テーブルを使用するための準備” (p. 16)
8. the section called “(オプション) 外部データフィルタリング設定” (p. 20)
9. the section called “(オプション) Data Catalog 暗号化キーへのアクセス権を付与する” (p. 21)

AWS の初期設定タスクを完了する
AWS Lake Formation を使用するには、最初に以下のタスクを完了する必要があります。

トピック
• AWS アカウントにサインアップする (p. 6)
• 管理ユーザーを作成する (p. 7)
• プログラム的なアクセス権を付与する (p. 7)

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。
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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。

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。

プログラム的なアクセス権を付与する
AWS Management Console の外部で AWS を操作するには、ユーザーはプログラムによるアクセスが必要
です。プログラムによるアクセスを許可する方法は、AWS にアクセスしているユーザーのタイプによって
異なります。

ユーザーにプログラムによるアクセス権を付与するには、以下のいずれかのオプションを選択します。

どのユーザーがプログラムによ
るアクセスを必要としますか?

To By

ワークフォース ID

(IAM Identity Center で管理され
ているユーザー)

一時的な認証情報を使用し
て、AWS CLI、AWS SDK、また
は AWS API へのプログラムによ
るリクエストに署名します。

使用するインターフェイス用の
手順に従ってください。

• AWS CLI については、「AWS 
Command Line Interface ユー
ザーガイド」の「AWS IAM 
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どのユーザーがプログラムによ
るアクセスを必要としますか?

To By

Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) を使用す
るための AWS CLI の設定」を
参照してください。

• AWS SDK、ツール、および 
AWS API については、「AWS 
SDK とツールリファレンスガ
イド」の「IAM Identity Center 
認証」を参照してください。

IAM 一時的な認証情報を使用し
て、AWS CLI、AWS SDK、また
は AWS API へのプログラムによ
るリクエストに署名します。

「IAM ユーザーガイド」の
「AWS リソースでの一時的な認
証情報の使用」の指示に従って
ください。

IAM (非推奨)
長期的な認証情報を使用
して、AWS CLI、AWS 
SDK、AWS API へのプログラ
ムによるリクエストに署名しま
す。

使用するインターフェイス用の
手順に従ってください。

• AWS CLI については、「AWS 
Command Line Interface ユー
ザーガイド」の「IAM ユー
ザー認証情報を使用した認
証」を参照してください。

• AWS SDK とツールについて
は、「AWS SDK とツールリ
ファレンスガイド」の「長
期認証情報を使用して認証す
る」を参照してください。

• AWS API については、「IAM 
ユーザーガイド」の「IAM 
ユーザーのアクセスキーの管
理」を参照してください。

AWS Lake Formation をセットアップする
このセクションでは、Lake Formation リソースをセットアップする 2 つの異なる方法を示します。

• AWS CloudFormation テンプレートを使用する
• Lake Formation コンソールの使用

AWS コンソールを使用して Lake Formation を設定するには、ワークフロー用の IAM ロールを作成す
る (p. 9) に移動します。

AWS CloudFormation テンプレートを使用して、Lake Formation 
リソースをセットアップする

Note

AWS CloudFormation スタックは、ステップ 4 を除く上記のステップ 2～7 を実行します。Lake 
Formation コンソールから、手動で デフォルトの許可モデルを変更する (p. 13) を実行しま
す。
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1. 米国東部 (バージニア北部) リージョンの IAM 管理者として、AWS CloudFormation コンソール 
(https://console.aws.amazon.com/cloudformation) にサインインします。

2. [Launch Stack] (スタックの起動) を選択します。
3. [Create Stack] (スタックの作成) 画面で、[Next] (次へ) を選択します。
4. [Stack name] (スタック名) を入力します。
5. [DatalakeAdminName] と [DatalakeAdminPassword] に、データレイク管理者ユーザーとして自分の

ユーザーネームとパスワードを入力します。
6. [DatalakeUser1Name] と [DatalakeUser1Password] に、データレイクアナリストユーザーとして自分

のユーザーネームとパスワードを入力します。
7. [DataLakeBucketName] に、作成する新しいバケットの名前を入力します。
8. [Next] (次へ) をクリックします。
9. 次のページで、[Next] (次へ) を選択します。
10. 最終ページで詳細を確認し、[I acknowledge that AWS CloudFormation might create IAM resources]

(CloudFormation によって IAM リソースが作成される場合があることを承認します) を選択します。
11. [Create] (作成) を選択します。

スタックの作成には、最大 2 分かかる場合があります。

リソースをクリーンアップする

AWS CloudFormation スタックリソースをクリーンアップする場合:

1. スタックが作成し、データレイクのロケーションとして登録した Amazon S3 バケットの登録を解除
します。

2. AWS CloudFormation スタックを削除します。これにより、スタックによって作成されたすべてのリ
ソースが削除されます。

ワークフロー用の IAM ロールを作成する
AWS Lake Formation では、AWS Glue クローラーによって実行されるワークフローを使用してデータを
インポートできます。ワークフローは、データレイクにデータをインポートするためのデータソースとス
ケジュールを定義します。ワークフローは、Lake Formation が提供するブループリント (テンプレート) を
使用して簡単に定義できます。

ワークフローを作成するときは、データを取り込むために必要な許可を Lake Formation に付与する AWS 
Identity and Access Management (IAM) ロールをワークフローに割り当てる必要があります。

以下の手順では、IAM に精通していることが前提となっています。

ワークフロー用の IAM ロールを作成する

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam) を開き、管理ユーザーを作成する (p. 7) で
作成した管理者ユーザー、または AdministratorAccess AWS マネージドポリシーを持つユーザー
としてサインインします。

2. ナビゲーションペインで [Roles] (ロール)、[Create role] (ロールを作成) の順に選択します。
3. [Create role] (ロールを作成) ページで、[AWS service] (サービス) を選択して、[Glue] を選択しま

す。[Next] (次へ) を選択します。
4. [Add permissions] (許可の追加) ページで、AWSGlueServiceRole マネージドポリシーを検

索し、リスト内のポリシー名の横にあるチェックボックスをオンにします。次に、ロールに
LakeFormationWorkflowRole という名前を付けて、[Create role] (ロールを作成) ウィザードを完
了します。最後に、[Create role] (ロールを作成) を選択します。

5. [Roles] (ロール) ページに戻り、LakeFormationWorkflowRole を検索してロール名を選択します。
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6. ロールの [概要] ページにある [アクセス許可] タブで、[インラインポリシーの作成] を選択します。[ポ
リシーの作成] 画面で、[JSON] タブに移動し、次のインラインポリシーを追加します。ポリシーに推
奨される名前は LakeFormationWorkflow です。

Important

次のポリシーで、<account-id> を有効な AWS アカウント 番号に置き換えます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                 "lakeformation:GetDataAccess", 
                 "lakeformation:GrantPermissions" 
             ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": ["iam:PassRole"], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::<account-id>:role/LakeFormationWorkflowRole" 
            ] 
        } 
    ]
}

以下は、このポリシー内にある許可の簡単な説明です。

• lakeformation:GetDataAccess は、ワークフローによって作成されたジョブによるターゲット
ロケーションへの書き込みを可能にします。

• lakeformation:GrantPermissions は、ワークフローがターゲットテーブルに対する SELECT
許可を付与することを可能にします。

• iam:PassRole は、サービスが LakeFormationWorkflowRole ロールを引き受けてクローラー
とジョブ (ワークフローのインスタンス) を作成し、作成されたクローラーとジョブにロールをア
タッチすることを可能にします。

7. LakeFormationWorkflowRole ロールに 2 つのポリシーがアタッチされていることを確認します。
8. データレイクロケーションの外にあるデータを取り込んでいる場合は、そのソースデータを読み取る

ための許可を付与するインラインポリシーを追加します。

データレイク管理者を作成する
当初は、データレイク管理者がデータロケーションと Data Catalog リソースに対する Lake Formation 許
可を任意のプリンシパル (自分自身を含む) に付与できる唯一の AWS Identity and Access Management 
(IAM) ユーザーまたはロールです。データレイク管理者の能力に関する詳細については、「黙示的な Lake 
Formation 許可 (p. 162)」を参照してください。Lake Formation はデフォルトで、最大 30 人のデータレ
イク管理者の作成を許可します。

データレイク管理者は、Lake Formation コンソール、または Lake Formation API の
PutDataLakeSettings 操作を使用して作成できます。

データレイク管理者の作成には、以下の許可が必要です。Administrator ユーザーは、これらの許可を
黙示的に持っています。

• lakeformation:PutDataLakeSettings
• lakeformation:GetDataLakeSettings
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AWSLakeFormationDataAdmin ポリシーをユーザーに付与する場合、そのユーザーは追加の Lake 
Formation 管理者ユーザーを作成できなくなります。

データレイク管理者を作成する (コンソール)

1. データレイク管理者になるユーザーがまだ存在しない場合は、IAM コンソールを使用してそのユー
ザーを作成します。存在する場合は、データレイク管理者になる既存のユーザーを選択します。

Note

IAM 管理ユーザー (AdministratorAccess AWS マネージドポリシーを持つユーザー) は、
データレイク管理者になるユーザーとして選択しないことをお勧めします。

次の AWS マネージドポリシーをユーザーにアタッチします。

ポリシー 必須/オプション メモ

AWSLakeFormationDataAdmin 必須 基本的なデータレイク管理者許可。この AWS 
マネージドポリシーには、ユーザーが新しい
データレイク管理者の作成を制限する、Lake 
Formation API 操作 PutDataLakeSetting の
明示的な拒否が含まれています。

AWSGlueConsoleFullAccess,
CloudWatchLogsReadOnlyAccess

オプション データレイク管理者が Lake Formation ブルー
プリントから作成されたワークフローをトラブ
ルシューティングを行う場合は、これらのポ
リシーをアタッチします。これらのポリシー
は、データレイク管理者が AWS Glue コン
ソールと Amazon CloudWatch Logs コンソー
ルでトラブルシューティング情報を表示でき
るようにします。ワークフローについては、
「ワークフローを使用したデータのインポー
ト (p. 155)」を参照してください。

AWSLakeFormationCrossAccountManager オプション このポリシーをアタッチして、データレイク
管理者が Data Catalog リソースに対するクロ
スアカウント許可の付与と取り消しを実行で
きるようにします。詳細については、「Lake 
Formation でのクロスアカウントデータ共
有 (p. 189)」を参照してください。

AmazonAthenaFullAccess オプション データレイク管理者が Amazon Athena でクエ
リを実行する場合は、このポリシーをアタッチ
します。

2. 以下のインラインポリシーをアタッチします。これは、Lake Formation サービスリンクロールを作成
する許可をデータレイク管理者に付与します。ポリシーに推奨される名前は LakeFormationSLR で
す。

このサービスリンクロールは、データレイク管理者がより簡単に Amazon S3 ロケーションを Lake 
Formation に登録できるようにします。Lake Formation サービスリンクロールの詳細については、
「the section called “サービスリンクロールの使用” (p. 305)」を参照してください。

Important

以下のポリシーのすべてで、<account-id> を有効な AWS アカウント番号に置き換えてく
ださい。

{ 
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    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:AWSServiceName": "lakeformation.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:PutRolePolicy" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::<account-id>:role/aws-service-role/
lakeformation.amazonaws.com/AWSServiceRoleForLakeFormationDataAccess" 
        } 
    ]
}

3. (オプション) 以下の PassRole インラインポリシーをユーザーにアタッチします。このポリシーは、
データレイク管理者がワークフローを作成して実行できるようにします。iam:PassRole は、ワー
クフローが LakeFormationWorkflowRole ロールを引き受けてクローラとジョブを作成し、作成
されたクローラとジョブにロールをアタッチすることを可能にします。ポリシーに推奨される名前は
UserPassRole です。

Important

<account-id> は、有効な AWS アカウント番号に置き換えてください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "PassRolePermissions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:PassRole" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::<account-id>:role/LakeFormationWorkflowRole" 
            ] 
        } 
    ]
}

4. (オプション) アカウントがクロスアカウント Lake Formation 許可を付与または受ける場合は、この追
加のインラインポリシーをアタッチします。このポリシーは、データレイク管理者が AWS Resource 
Access Manager (AWS RAM) リソースの共有招待を表示し、承諾できるようにします。また、AWS 
Organizations 管理アカウント内のデータレイク管理者については、組織へのクロスアカウント付与を
可能にする許可がポリシーに含まれています。詳細については、「Lake Formation でのクロスアカウ
ントデータ共有 (p. 189)」を参照してください。

ポリシーに推奨される名前は RAMAccess です。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
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            "Action": [ 
                "ram:AcceptResourceShareInvitation", 
                "ram:RejectResourceShareInvitation", 
                "ec2:DescribeAvailabilityZones", 
                "ram:EnableSharingWithAwsOrganization" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

5. AWS Lake Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/) を開き、管理ユー
ザーを作成する (p. 7) で作成した管理者ユーザー、または AdministratorAccess ユーザーの 
AWS マネージドポリシーを持つユーザーとしてサインインします。

6. [Welcome to Lake Formation] (Lake Formation へようこそ) ウィンドウが表示されたら、ステップ 1 で
作成または選択した IAM ユーザーを選択し、[Get started] (開始する) を選択します。

7. [Welcome to Lake Formation] (Lake Formation へようこそ) ウィンドウが表示されない場合は、以下の
手順を実行して Lake Formation 管理者を設定します。

a. ナビゲーションペインの [Permissions] (許可) で [Administrative Roles and tasks] (管理ロールと
タスク) を選択します。コンソールページの [Data lake administrators] (データレイク管理者) セク
ションで、[Choose administrators] (管理者を選択) を選択します。

b. [Manage data lake administrators] (データレイク管理者の管理) ダイアログボックスの [IAM users 
and roles] (IAM ユーザーおよびロール) で、ステップ 1 で作成または選択した IAM ユーザーを選
択してから、[Save] (保存) を選択します。

デフォルトの許可モデルを変更する
Lake Formation は当初、既存の AWS Glue Data Catalog 動作との互換性のために「IAM アクセスコン
トロールのみを使用する」設定が有効化された状態になっています。これらの設定を無効にして、Lake 
Formation 許可でのきめ細かなタグベースのアクセスコントロールを有効にすることをお勧めします。

詳細については、「the section called “データレイクのデフォルトセキュリティ設定の変更” (p. 302)」を
参照してください。

Important

既存の AWS Glue Data Catalog データベースとテーブルがある場合は、このセクションの手順を
実行しないでください。その代わりに、「Lake Formation モデルに対する AWS Glue データの許
可のアップグレード (p. 23)」の手順を実行してください。
Warning

Data Catalog にデータベースとテーブルを作成するオートメーションを設定している場合、
以下の手順は、オートメーションとダウンストリームの抽出、変換、ロード (ETL) ジョブが
失敗する原因になる可能性があります。この手順は、既存のプロセスを変更するか、必要なプ
リンシパルに明示的な Lake Formation 許可を付与した後でのみ、続行するようにしてくださ
い。Lake Formation 許可については、「the section called “Lake Formation 許可のリファレン
ス” (p. 211)」を参照してください。

デフォルトの Data Catalog 設定を変更する

1. 引き続き Lake Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/) を使
用します。管理ユーザーを作成する (p. 7) で作成した管理者ユーザーとして、または
AdministratorAccess AWS マネージドポリシーを持つユーザーとしてサインインしていることを
確認します。

2. Data Catalog 設定を変更します。

a. ナビゲーションペインの [Data catalog] で [Settings] (設定) を選択します。
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b. 両方のチェックボックスをオフにして、[Save] (保存) を選択します。

3. データベース作成者の IAMAllowedPrincipals 許可を取り消します。

a. ナビゲーションペインの [Permissions] (許可) で [Administrative Roles and tasks] (管理ロールとタ
スク) を選択します。

b. [Administrative roles and tasks] (管理ロールとタスク) コンソールページの [Database creators]
(データベース作成者) セクションで IAMAllowedPrincipals グループを選択し、[Revoke] (取
り消す) を選択します。

IAMAllowedPrincipals に [Create database] (データベースの作成) 許可があることを示す、
許可の [Revoke] (取り消す) ダイアログボックスが表示されます。

c. [Revoke] (取り消す) を選択します。

Lake Formation ユーザーにアクセス許可を割り当てる
AWS Lake Formation でデータレイクにアクセスできるユーザーを作成します。このユーザーは、データ
レイクをクエリするための最小特権アクセス許可を持っています。

ユーザーとグループの作成の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM アイデンティティ」を参
照してください。

Lake Formation データにアクセスするためのアクセス許可を管理者以外のユーザーにアタッチす
るには

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam) を開き、管理ユーザーを作成する (p. 7) で
作成した管理者ユーザー、または AdministratorAccess AWS マネージドポリシーを持つユーザー
としてサインインします。

2. [ユーザー] または [ユーザーグループ] を選択します。
3. 一覧から、ポリシーを埋め込むユーザーまたはグループの名前を選択します。

[Permissions] (許可) を選択します。
4. [アクセス許可の追加]、[ポリシーを直接アタッチする] の順に選択します。[Filter policies]

(フィルターポリシー) テキストフィールドに「Athena」と入力します。結果のリスト
で、AmazonAthenaFullAccess のボックスをオンにします。

5. [Create policy] (ポリシーの作成) ボタンを選択します。[Create policy] (ポリシーの作成) ページ
で、[JSON] タブを選択します。以下のコードをコピーして、ポリシーエディタに貼り付けます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "lakeformation:GetDataAccess", 
                "glue:GetTable", 
                "glue:GetTables", 
                "glue:SearchTables", 
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                "glue:GetDatabase", 
                "glue:GetDatabases", 
                "glue:GetPartitions", 
                "lakeformation:GetResourceLFTags", 
                "lakeformation:ListLFTags", 
                "lakeformation:GetLFTag", 
                "lakeformation:SearchTablesByLFTags", 
                "lakeformation:SearchDatabasesByLFTags" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

6. 最下部にある [Next] (次へ) ボタンを繰り返し選択して、[Review policy] (ポリシーの確認) ページを表
示します。ポリシーの名前を入力します (DatalakeUserBasic など)。[Create policy] (ポリシーの作
成) を選択し、[Policies] (ポリシー) タブまたはブラウザウィンドウを閉じます。

データレイク用の Amazon S3 ロケーションを設定する
データレイク内のデータの管理とセキュア化に Lake Formation を使用するには、まず Amazon S3 ロケー
ションを登録する必要があります。ロケーションを登録すると、その Amazon S3 パスと、そのパスにあ
るすべてのフォルダが登録され、Lake Formation によるストレージレベルの許可の適用が可能になりま
す。ユーザーが Amazon Athena などの統合エンジンからのデータをリクエストすると、Lake Formation 
はユーザーの許可を使用するのではなく、データアクセスを提供します。

ロケーションを登録するときは、そのロケーションに対する読み取り/書き込み許可を付与する IAM ロール
を指定します。Lake Formation は、登録された Amazon S3 ロケーションにあるデータへのアクセスをリ
クエストする統合された AWS のサービスに一時的な認証情報を提供するときに、そのロールを引き受け
ます。ユーザーは、Lake Formation サービスリンクロール (SLR) を指定するか、独自のロールを作成する
ことができます。

カスタムロールは、以下の状況で使用します。

• 登録された Amazon S3 ロケーションに管理対象テーブルを作成することを予定している。ユーザー定
義ロールには、SLR 許可に加えて、CloudWatch Logs でのログの追加と、メトリクスの発行のためのポ
リシーが含まれている必要があります。必要な CloudWatch 許可を付与するインラインポリシーの例に
ついては、「ロケーションの登録に使用されるロールの要件 (p. 109)」を参照してください。

• Amazon S3 ロケーションが別のアカウント内に存在します。詳細については、「the section called “別
の AWS アカウントにある Amazon S3 ロケーションの登録” (p. 116)」を参照してください。

• Amazon S3 ロケーションに AWS マネージドキー で暗号化されたデータが含まれている。詳細について
は、「暗号化された Amazon S3 ロケーションの登録 (p. 113)」および「AWS アカウント間での暗号
化された Amazon S3 ロケーションの登録 (p. 118)」を参照してください。

• Amazon EMR を使用して Amazon S3 ロケーションにアクセスすることを予定している。ロール要件の
詳細については、「Amazon EMR Management Guide」(Amazon EMR 管理ガイド) の「IAM roles for 
Lake Formation」(Lake Formation 向けの IAM ロール) を参照してください。

「ロケーションの登録に使用されるロールの要件 (p. 109)」で説明したように、選択するロールには必要
な許可がある必要があります。Amazon S3 ロケーションを登録する方法の手順については、「データレイ
クへの Amazon S3 ロケーションの追加 (p. 109)」を参照してください。

管理対象テーブルと行レベルのセキュリティを使用するための準
備
Lake Formation の管理対象テーブル、行レベルのフィルタリング、およびストレージ最適化機能を使用す
るには、追加の設定が必要です。
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トピック
• 管理対象テーブルを使用するための準備 (p. 16)
• 管理対象テーブルで自動データ圧縮を使用するための準備 (p. 18)
• 行レベルのセキュリティを使用するための準備 (p. 19)

管理対象テーブルを使用するための準備

Lake Formation で管理対象テーブルを作成するには、「データレイク用の Amazon S3 ロケーションを設
定する (p. 15)」で前述したように、まず Lake Formation で Amazon S3 ロケーションを登録し、必要
な許可のすべてが含まれるロールを指定する必要があります。その後、管理対象テーブルとやり取りする
ユーザーまたはロールに許可を付与する必要があります。データのアクセス許可の詳細については、「基
盤となるデータのアクセスコントロール」を参照してください。

管理対象テーブルを作成するには、ユーザーがデータレイク管理者、または以下の許可を持つユーザーで
ある必要があります。

• ターゲットデータベースに対する Lake Formation の CREATE_TABLE 許可
• AWS Identity and Access Management (IAM) 許可の glue:CreateTable
• 「データロケーション許可の付与 (p. 163)」で説明されている、Lake Formation 内のデータロケー

ション許可。データロケーション許可は、特定の Amazon S3 ロケーションをポイントする Data 
Catalog リソースを作成または変更する能力を制御します。

管理対象テーブル内のデータにアクセスするには、プリンシパルに管理対象テーブルに対する SELECT 
許可と、以下を呼び出す IAM 許可が必要です。

lakeformation:StartQueryPlanning
lakeformation:GetQueryState
lakeformation:GetWorkUnits

lakeformation:GetWorkUnitResults

lakeformation:StartTransaction

lakeformation:CommitTransaction

lakeformation:CancelTransaction
lakeformation:ExtendTransaction

管理対象テーブルを作成および使用するためのロールを作成してユーザーに割り当てる

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam) を開き、管理ユーザーを作成する (p. 7) で
作成した管理者ユーザー、または AdministratorAccess AWS マネージドポリシーを持つユーザー
としてサインインします。

2. ナビゲーションペインで [Roles] (ロール)、[Create role] (ロールを作成) の順に選択します。
3. [Add permissions] (アクセス許可の追加) セクションで、[Create policy] (ポリシーの作成) を選択しま

す。新しく開いたブラウザウィンドウで、ロールで使用する新しいポリシーを作成します。

a. [Create policy] (ポリシーの作成) ページで、[JSON] タブを選択します。以下の JSON コードをポ
リシーエディタフィールドにコピーします。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
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                "glue:GetTable",  
                "glue:GetPartitions", 
                "glue:UpdateTable" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "lakeformation:StartQueryPlanning", 
                "lakeformation:GetQueryState",  
                "lakeformation:GetWorkUnits",  
                "lakeformation:GetWorkUnitResults", 
                "lakeformation:GetQueryStatistics", 
                "lakeformation:StartTransaction", 
                "lakeformation:CommitTransaction", 
                "lakeformation:CancelTransaction", 
                "lakeformation:ExtendTransaction", 
                "lakeformation:DescribeTransaction", 
                "lakeformation:ListTransactions", 
                "lakeformation:GetTableObjects", 
                "lakeformation:UpdateTableObjects", 
                "lakeformation:DeleteObjectsOnCancel" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

以下は、このポリシー内にある許可の簡単な説明です。

• lakeformation:StartQueryPlanning は、プリンシパルがクエリ文を処理するリクエスト
を送信できるようにします。

• lakeformation:GetQueryState は、プリンシパルが以前に送信したクエリの状態を確認で
きるようにします。

• lakeformation:GetWorkUnits は、プリンシパルが StartQueryPlanning 操作によって
生成された作業単位を取得できるようにします。

• lakeformation:GetWorkUnitResults は、プリンシパルがクエリの結果として得られた作
業単位を表示できるようにします。

• lakeformation:GetQueryStatistics は、プリンシパルがクエリの計画と実行に関する統
計情報を取得できるようにします。

• lakeformation:StartTransaction は、プリンシパルとジョブがトランザクションを開始
できるようにします。

• lakeformation:CommitTransaction は、プリンシパルとジョブがトランザクションをコ
ミットできるようにします。

• lakeformation:CancelTransaction は、プリンシパルとジョブがコミットする前にトラ
ンザクションを停止できるようにします。

• lakeformation:ExtendTransaction は、プリンシパルとジョブが、指定されたトランザ
クションが引き続きアクティブで、キャンセルされるべきではないことを表明できるようにし
ます。

• lakeformation:DescribeTransaction は、プリンシパルとジョブがトランザクションに
関する情報をリストできるようにします。

• lakeformation:ListTransactions は、プリンシパルとジョブがトランザクションとその
ステータスに関するメタデータを表示できるようにします。

• lakeformation:GetTableObjects は、プリンシパルやジョブがデータレイクに保存され
ているテーブルオブジェクトをリストできるようにします。
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• lakeformation:UpdateTableObjects は、プリンシパルとジョブがデータレイクに保存さ
れているテーブルオブジェクトを更新できるようにします。

• lakeformation:DeleteObjectsOnCancel は、プリンシパルとジョブが、現在のトランザ
クション中に書き込まれ、トランザクションがキャンセルされた場合には自動的に削除できる 
Amazon S3 オブジェクトのリストを指定できるようにします。

b. 管理対象テーブルのデータ圧縮とガベージコレクションの設定を管理する必要があるユーザーに
ついては、上記のポリシーに以下の許可を追加してください。

"lakeformation:UpdateTableStorageOptimizer",
"lakeformation:ListTableStorageOptimizers"

c. [Next:Tags] (次のステップ: タグ) を選択します。
d. オプションでタグを追加して、[Next: Review] (次のステップ: 確認) を選択します。
e. [Review policy] (ポリシーの確認) ページで、ポリシーの名前 

(LakeFormationGovernedTables など) を入力してから、[Create policy] (ポリシーの作成) を
選択します。

f. このウィンドウを閉じて、[Create role] (ロールの作成) ページに戻ることができます。
4. [Create role] (ロールの作成) ページで更新ボタンを選択して、前のステップで作成した

LakeFormationGovernedTables ポリシーを検索します。リスト内のポリシー名の横にあるチェッ
クボックスをオンにします。

5. [Review] (確認) ページに到達するまで [Next] (次へ) を選択して、[Create role] (ロールの作成) ウィ
ザードを完了します。ロールの名前 (LakeFormationTransactionsRole など) を入力します。最
後に、[Create role] (ロールを作成) を選択します。

6. [Roles] (ロール) ページに戻り、LakeFormationTransactionsRole を検索してロール名を選択し
ます。

7. ロールの [Summary] (概要) ページの [Permissions] (許可) タブで、ロールに
LakeFormationGovernedTables ポリシーがアタッチされていることを確認します。

これで、管理対象テーブルで動作するプリンシパルにこのロールを割り当てることができるようになりま
した。

管理対象テーブルで自動データ圧縮を使用するための準備

管理対象テーブルのデータ圧縮を設定するには、プリンシパルが以下の条件を満たしている必要がありま
す。

• テーブルを作成したユーザー、またはデータレイク管理者ユーザーであること
• テーブルに対する glue:UpdateTable、glue:GetTable、および Lake Formation の ALTER 許可を

持っていること

これに加えて、Amazon S3 データレイクロケーションを Lake Formation に登録するときに使用したロー
ルに、データ圧縮を使用するための以下の許可が含まれている必要があります。

• s3:PutObject および lakeformation:UpdateTableObjects
• 以下の例にあるよう

に、lakeformation:StartTransaction、lakeformation:CommitTransaction、lakeformation:CancelTransaction、lakeformation:DeleteObjectsOnCancel、
および  "arn:aws:logs:*:*<**ACCOUNT ID**>*:log-group:/aws-
lakeformation-acceleration/compaction/logs:*"  に対する
logs:CreateLogGroup、logs:CreateLogStream、logs:PutLogEvents。

{ 
            "Statement": [ 
        { 
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            "Effect":"Allow", 
            "Action":[ 
                "s3:PutObject" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::<bucket>/<prefix>/*" 
        },  
        { 
            "Effect":"Allow", 
            "Action":[ 
                "lakeformation:StartTransaction", 
                "lakeformation:CommitTransaction", 
                "lakeformation:CancelTransaction", 
                "lakeformation:DeleteObjectsOnCancel" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect":"Allow", 
            "Action":[ 
                "logs:CreateLogGroup", 
                "logs:CreateLogStream", 
                "logs:PutLogEvents" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:logs:*:*<**ACCOUNT ID**>*:log-group:/aws-lakeformation-
acceleration/compaction/logs:*" 
        } 
    ] 
        } 
                     

• Data Catalog が暗号化されている場合は、以下の例にあるように、AWS KMS キーポリシーに
lakeformation.amazonaws.com との信頼関係が含まれている必要があります。

{ 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": [ 
                    "lakeformation.amazonaws.com" 
                ] 
            }, 
            "Action": [ 
                "kms:Encrypt", 
                "kms:Decrypt", 
                "kms:ReEncrypt*", 
                "kms:DescribeKey" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }

行レベルのセキュリティを使用するための準備

Data Catalog テーブルに対する Lake Formation 許可を付与するときは、クエリ結果と AWS Glue ETL 
ジョブ内の特定のデータへのアクセスを制限するためのデータフィルタリング仕様を含めることができま
す。Lake Formation は、列レベルのセキュリティ、行レベルのセキュリティ、およびセルレベルのセキュ
リティを達成するために、データフィルタリングを使用します。列レベル、行レベル、およびセルレベル
のセキュリティは、名前付きのデータフィルターを作成して、テーブルに対する SELECT Lake Formation 
許可を付与するときにデータフィルターを指定することによって実装することができます。データフィル
ターを作成するときは、含める必要がある行に対して一連の列とフィルター式を指定します。そうするこ
とで、クエリ結果、および Athena と AWS Glue ETL ジョブなどの Lake Formation と統合されたエンジン
内にある特定のデータへのアクセスを制限できます。
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データフィルターの詳細については、「Lake Formation でのデータフィルタリングとセルレベルのセキュ
リティ (p. 269)」を参照してください。

テーブルの行レベルのセキュリティを設定する

1. アクセスを制限するコンテンツを特定し、データフィルターを作成します。データフィルターを作成
する方法の手順については、「the section called “データフィルターの作成” (p. 276)」を参照してく
ださい。

2. データフィルターを閲覧できるようにするユーザーに、データフィルターに対する DESCRIBE 許可を
付与します。

データフィルターの作成時には、作成者のみがそれを表示できます。他のプリンシパルがデータフィ
ルターを表示して使用できるようにするには、そのデータフィルターに対する DESCRIBE 許可を付与
することができます。

3. テーブルに対する SELECT Lake Formation 許可をプリンシパルに付与するときに、データフィルター
を指定します。

4. セルレベルのフィルターを使用してテーブルをクエリするプリンシパルに、IAM 許可を割り当てま
す。セルレベルのフィルタリングを使用してテーブルをクエリするプリンシパルは、以下の IAM 許可
を持っている必要があります。

lakeformation:StartQueryPlanning 
                    lakeformation:GetQueryState 
                    lakeformation:GetWorkUnits 
                    lakeformation:GetWorkUnitResults

(オプション) 外部データフィルタリング設定
サードパーティーのクエリエンジンを使用してデータレイク内のデータを分析および処理する予定の場合
は、Lake Formation によって管理されるデータに外部エンジンがアクセスできるようにオプトインする必
要があります。オプトインしない場合、外部エンジンは、Lake Formation に登録されている Amazon S3 
ロケーションにあるデータにアクセスできません。

Lake Formation は、テーブル内の特定の列へのアクセスを制限するために、列レベルの許可をサポー
トしています。Amazon Athena、Amazon Redshift Spectrum、Amazon EMR などの統合分析サービス
は、AWS Glue Data Catalog からフィルタリングされていないテーブルメタデータを取得します。クエリ
応答内にある列の実際のフィルタリングは、統合サービスが担当します。データへの不正アクセスを回避
するための許可の適切な処理は、サードパーティー管理者の責任になります。

サードパーティーエンジンによるデータへのアクセスとフィルタリングを許可するようにオプト
インするには (コンソール)

1. 引き続き Lake Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/) を使用しま
す。Lake Formation の PutDataLakeSettings API 操作に対する IAM 許可を持つプリンシパル
としてサインインしていることを確認します。この許可は、「AWS アカウントにサインアップす
る (p. 6)」で作成した IAM 管理者ユーザーが持っています。

2. ナビゲーションペインの [Permissions] (許可) で [External data filtering] (外部データフィルタリング) 
を選択します。

3. [External data filtering] (外部データフィルタリング) ページで、以下を実行します。

a. [Allow external engines to filter data in Amazon S3 locations registered with Lake Formation] (外部
エンジンが、Lake Formation に登録された Amazon S3 ロケーション内のデータをフィルタリン
グすることを許可する) チェックボックスをオンにします。

b. サードパーティーエンジン用に定義された [Session tag values] (セッションタグ値) を入力しま
す。
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c. [AWS アカウント ID] に、Lake Formation に登録されているロケーションにサードパーティーの
エンジンがアクセスできるアカウント ID を入力します。各アカウント ID の後で Enter キーを押
します。

d. [Save] (保存) を選択します。

(オプション) Data Catalog 暗号化キーへのアクセス権を付与する
AWS Glue Data Catalog が暗号化されている場合は、Data Catalog のデータベースとテーブルに対す
る Lake Formation 許可を付与する必要があるすべてのプリンシパルに、AWS KMS キーに対する AWS 
Identity and Access Management (IAM) 許可を付与します。

詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」を参照してください。

AWS のサービスの Lake Formation との統合
Lake Formation を使用して、Amazon S3 に保存されているデータに対するデータベース、テーブ
ル、および列レベルのアクセス許可を管理できます。Lake Formation にデータを登録したら、AWS 
Glue、Amazon Athena、Amazon Redshift Spectrum、Amazon EMR などの AWS 分析サービスを使用し
てデータをクエリできます。以下の AWS のサービスは AWS Lake Formation と統合し、Lake Formation 
許可に従います。

AWS のサービス 統合の詳細

AWS Glue 参照トピック: AWS Lake Formation の AWS Glue との併用 (p. 319)

AWS Glue と Lake Formation は同じ Data Catalog を共有していま
す。AWS Glue ユーザーがコンソール操作 (テーブルのリストの表示など) 
およびすべての API 操作のためにアクセスできるのは、ユーザーが Lake 
Formation 許可を持つデータベースとテーブルのみです。

Amazon Athena 参照トピック: Amazon Athena での AWS Lake Formation の使
用 (p. 314)

Lake Formation を使用して、Amazon S3 内のデータへの読み取りア
クセス権を許可または拒否できます。Amazon Athena ユーザーがクエ
リエディタで AWS Glue カタログを選択する場合、ユーザーは Lake 
Formation 許可を持つデータベース、テーブル、列のみをクエリできま
す。マニフェストを使用したクエリはサポートされていません。

Lake Formation は、AWS Identity and Access Management (IAM) 経由で 
Athena での認証を行うプリンシパルに加えて、JDBC または ODBC ド
ライバを使用して接続し、SAML を通じて認証する Athena ユーザーもサ
ポートします。サポートされている SAML プロバイダーには、Okta およ
び Microsoft Active Directory フェデレーションサービス (AD FS) などがあ
ります。

Amazon Redshift Spectrum 参照トピック: Amazon Redshift Spectrum での AWS Lake Formation の使
用 (p. 317)

Amazon Redshift ユーザーは、AWS Glue Data Catalog内のデータベース
で外部スキーマを作成するときに、そのスキーマ内で Lake Formation ア
クセス許可を持つテーブルと列のみをクエリできます。

Amazon QuickSight 
Enterprise Edition

参照: Amazon QuickSight での AWS Lake Formation の使用 (p. 323)
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AWS のサービス 統合の詳細
Amazon QuickSight Enterprise Edition のユーザーは、Amazon S3 ロケー
ション内のデータセットをクエリするときに、そのデータに対する Lake 
Formation の SELECT アクセス許可を持っている必要があります。

Amazon EMR 参照: Amazon EMR で AWS Lake Formation を使用する (p. 322)

ランタイムロールを使用して Amazon EMR クラスターを作成するとき
に、Lake Formation のアクセス許可を統合できます。

ランタイムロールは Amazon EMR のジョブまたはクエリに関連付ける 
IAM ロールであり、Amazon EMR はこのロールを使用して AWS リソー
スにアクセスします。

Lake Formation は AWS Key Management Service (AWS KMS) とも連動し、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) ロケーションにあるデータの暗号化と復号化を行うために、これらの統合サービス
をより簡単にセットアップできるようにします。

Lake Formation の使用の開始
以下のセクションから開始することが推奨されます。

• AWS Lake Formation: 仕組み (p. 3) – 重要な用語と、様々なコンポーネントが相互作用する方法を
学びます。

• セットアップ (p. 6) – 前提条件に関する情報を入手して、重要なセットアップタスクを完了します。
• チュートリアル (p. 31) – ステップバイステップのチュートリアルに従って、Lake Formation の使用

方法を学びます。
• AWS Lake Formation でのセキュリティ (p. 287) – Lake Formation でのデータへのアクセスをセキュア

化する方法を理解します。
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AWS Lake Formation モデルに対する 
AWS Glue データの許可のアップグ
レード

AWS Lake Formation の許可は、データレイク内のデータに対するきめ細かなアクセスコントロールを
有効にします。Lake Formation 許可モデルを使用して、既存の AWS Glue Data Catalog オブジェクト
と、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 内のデータロケーションを管理できます。

Lake Formation の許可モデルは、API サービスアクセスに対してきめ細かな AWS Identity and Access 
Management (IAM) 許可を使用します。これは、ユーザーおよびそれらのサービスが Lake Formation 機能
を介してアクセスできるデータを制限します。これに対し、AWS Glue モデルは、きめ細かなアクセスコ
ントロール IAM 許可を介してデータアクセスを付与します。これらを切り替えるには、本ガイドの手順を
実行してください。

詳細については、「the section called “Lake Formation アクセスコントロールの概要” (p. 292)」を参照し
てください。

トピック
• Lake Formation 許可モデルへのアップグレードについて (p. 23)
• ステップ 1: ユーザーとロールの既存の許可をリストする (p. 24)
• ステップ 2: 同等の Lake Formation 許可をセットアップする (p. 26)
• ステップ 3: Lake Formation を使用するための IAM 許可をユーザーに付与する (p. 26)
• ステップ 4: データストアを Lake Formation 許可モデルに切り替える (p. 27)
• ステップ 5: 新しい Data Catalog リソースをセキュア化する (p. 29)
• ステップ 6: 将来のデータレイクアクセスのための新しい IAM ポリシーをユーザーに付与す

る (p. 29)
• ステップ 7: 既存の IAM ポリシーをクリーンアップする (p. 30)

Lake Formation 許可モデルへのアップグレードに
ついて

AWS Glue との後方互換性を維持するため、AWS Lake Formation はデフォルトで、すべての既存 AWS 
Glue Data Catalog リソースに対する Super 許可を IAMAllowedPrincipals グループに付与し、[Use 
only IAM access control] (IAM アクセスコントロールのみを使用する) 設定が有効になっている場合に新
しい Data Catalog リソースに対する Super 許可を付与します。これにより、Data Catalog リソースと 
Amazon S3 ロケーションへのアクセスは、実質的に AWS Identity and Access Management (IAM) ポリ
シーのみで制御されることになります。IAMAllowedPrincipals グループには、IAM ポリシーによって 
Data Catalog オブジェクトへのアクセスを許可される IAM ユーザーとロールが含まれます。この Super
許可は、プリンシパルが、許可の対象であるデータベースまたはテーブルで、サポートされているすべて
の Lake Formation 操作を実行できるようにします。
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ステップ 1: 既存の許可をリストする

Lake Formation を使用したデータへのアクセスの管理は、Lake Formation で既存の Data Catalog リソー
スのロケーションを登録することで開始します。既存の AWS Glue Data Catalog データベースとテーブル
での Lake Formation 許可の使用を開始するには、以下を実行する必要があります。

1. 各データベースとテーブルに対するユーザーの既存の IAM 許可を特定します。
2. Lake Formation でこれらの許可を複製します。
3. データが含まれる各 Amazon S3 ロケーションについて、以下を実行します。

a. そのロケーションを参照する各 Data Catalog リソースに対する Super 許可を
IAMAllowedPrincipals グループから取り消します。

b. ロケーションを Lake Formation に登録します。
4. 既存の細粒度のアクセスコントロール IAM ポリシーをクリーンアップします。

Important

Data Catalog の移行プロセス中に新しいユーザーを追加するには、以前と同じように IAM で詳
細な AWS Glue 許可をセットアップする必要があります。また、このセクションの説明どおりに 
Lake Formation でこれらの許可を複製する必要もあります。新規ユーザーが、本ガイドで説明さ
れている粗粒度の IAM ポリシーを持っている場合は、IAMAllowedPrincipals に付与された
Super 許可を持つデータベースまたはテーブルならば、どれでもリストすることができます。こ
れらのリソースのメタデータを表示することも可能です。ただし、Amazon S3 ロケーションが 
Lake Formation に登録されている場合を除き、データ自体をクエリすることはできません。

このセクションの手順を実行して、Lake Formation 許可モデルにアップグレードします。「the section 
called “ステップ 1: 既存の許可をリストする” (p. 24)」から開始してください。

ステップ 1: ユーザーとロールの既存の許可をリス
トする

既存の AWS Glue データベースとテーブルでの AWS Lake Formation 許可の使用を開始するには、まず
ユーザーの既存の許可を特定する必要があります。

Important

開始する前に、「the section called “セットアップ” (p. 6)」のタスクを確実に完了してください。

トピック
• API 操作の使用 (p. 24)
• AWS Management Consoleの使用 (p. 25)
• AWS CloudTrail の使用 (p. 25)

API 操作の使用
AWS Identity and Access Management (IAM) の ListPoliciesGrantingServiceAccess API 操作を使用して、
各プリンシパル (ユーザーまたはロール) にアタッチされている IAM ポリシーを確認します。結果で返され
たポリシーから、プリンシパルに付与されている IAM 許可を確認できます。API は、プリンシパルごとに
個別に呼び出す必要があります。

Example

以下の AWS CLI 例は、ユーザー glue_user1 にアタッチされているポリシーを返します。
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AWS Management Consoleの使用

aws iam list-policies-granting-service-access --arn arn:aws:iam::111122223333:user/
glue_user1 --service-namespaces glue

このコマンドは、以下のような結果を返します。

{ 
    "PoliciesGrantingServiceAccess": [ 
        { 
            "ServiceNamespace": "glue", 
            "Policies": [ 
                { 
                    "PolicyType": "INLINE", 
                    "PolicyName": "GlueUserBasic", 
                    "EntityName": "glue_user1", 
                    "EntityType": "USER" 
                }, 
                { 
                    "PolicyType": "MANAGED", 
                    "PolicyArn": "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonAthenaFullAccess", 
                    "PolicyName": "AmazonAthenaFullAccess" 
                } 
            ] 
        } 
    ], 
    "IsTruncated": false
}

AWS Management Consoleの使用
この情報は、AWS Identity and Access Management (IAM) コンソールのユーザーまたはロールの
[Summary] (概要) ページにある [Access Advisor] (アクセスアドバイザー) タブでも確認できます。

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. IAM ナビゲーションペインで、[Users] (ユーザー) または [Roles] (ロール) を選択します。
3. リスト内の名前を選択すると、その [Summary] (概要) ページが表示されるので、[Access Advisor] (ア

クセスアドバイザー) タブを選択します。
4. 各ポリシーを調べて、各ユーザーが許可を持っているデータベース、テーブル、およびアクションの

組み合わせを特定します。

データ処理ジョブがデータにアクセスするためのロールを引き受けている可能性があるため、このプ
ロセスでは、ユーザーに加えてロールも調べるようにしてください。

AWS CloudTrail の使用
既存の許可を特定するもう 1 つの方法は、AWS CloudTrail で、ログの additionaleventdata フィール
ドに insufficientLakeFormationPermissions エントリがある AWS Glue API コールを調べること
です。このエントリは、ユーザーが同じアクションを実行するために Lake Formation 許可を必要とする
データベースとテーブルをリストします。

これらはデータアクセスログであるため、ユーザーとその許可の包括的なリストを生成することは限りま
せん。ユーザーのデータアクセスパターンを取得するには、幅広い時間範囲 (数週間または数か月など) を
選択することをお勧めします。

詳細については、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」の「CloudTrail イベント履歴でのイベントの表示」
を参照してください。
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ステップ 2: Lake Formation 許可をセットアップする

次は、AWS Glue 許可に相当する Lake Formation 許可をセットアップできます。「ステップ 2: 同等の 
Lake Formation 許可をセットアップする (p. 26)」を参照してください。

ステップ 2: 同等の Lake Formation 許可をセット
アップする

「ステップ 1: ユーザーとロールの既存の許可をリストする (p. 24)」で収集した情報を使用して、AWS 
Glue に相当する AWS Lake Formation 許可を付与します。以下の方式のいずれかを使用して、付与を実行
します。

• Lake Formation コンソールまたは AWS CLI を使用する。

「the section called “Data Catalog 許可の付与と取り消し” (p. 169)」を参照してください。
• GrantPermissions または BatchGrantPermissions API 操作を使用する。

「許可 API (p. 343)」を参照してください。

詳細については、「Lake Formation 許可の概要  (p. 160)」を参照してください。

Lake Formation 許可を設定したら、「ステップ 3: Lake Formation を使用するための IAM 許可をユーザー
に付与する (p. 26)」に進みます。

ステップ 3: Lake Formation を使用するための IAM 
許可をユーザーに付与する

AWS Lake Formation 許可モデルを使用するには、プリンシパルが Lake Formation API に対する AWS 
Identity and Access Management (IAM) 許可を持っている必要があります。

IAM で以下のポリシーを作成して、データレイクへのアクセス権を必要とするすべてのユーザーにポリ
シーをアタッチします。ポリシーには LakeFormationDataAccess という名前を付けます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "LakeFormationDataAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "lakeformation:GetDataAccess" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

次に、Lake Formation 許可へのアップグレードを 1 度に 1 データロケーションずつ実行します。「ステッ
プ 4: データストアを Lake Formation 許可モデルに切り替える (p. 27)」を参照してください。
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ステップ 4: Lake Formation 許可モデルに切り替える

ステップ 4: データストアを Lake Formation 許可モ
デルに切り替える

Lake Formation 許可へのアップグレードを 1 度に 1 データロケーションずつ実行します。これを行うに
は、Data Catalog によって参照されるすべての Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) パスを登録
するまで、このセクション全体を繰り返します。

トピック
• Lake Formation 許可を検証する (p. 27)
• 既存の Data Catalog リソースをセキュア化する (p. 28)
• Amazon S3 ロケーションの Lake Formation 許可を有効にする (p. 29)

Lake Formation 許可を検証する
ロケーションを登録する前に、検証ステップを実行して、正しいプリンシパルに必要な Lake Formation 
許可があること、および Lake Formation 許可がそれらを持つべきではないプリンシパルに付与されて
いないことを確認します。Lake Formation GetEffectivePermissionsForPath API 操作を使用し
て、Amazon S3 ロケーションを参照する Data Catalog リソースと、これらのリソースに対する許可を持
つプリンシパルを特定します。

以下の AWS CLI 例は、Amazon S3 バケット products を参照する Data Catalog データベースとテーブ
ルを返します。

aws lakeformation get-effective-permissions-for-path --resource-arn arn:aws:s3:::products 
 --profile datalake_admin

profile オプションに注意してください。このコマンドは、データレイク管理者として実行することをお
勧めします。

以下は、返された結果の抜粋です。

{ 
        "PermissionsWithGrantOption": [ 
            "SELECT" 
        ], 
        "Resource": { 
            "TableWithColumns": { 
                "Name": "inventory_product", 
                "ColumnWildcard": {}, 
                "DatabaseName": "inventory" 
            } 
        }, 
        "Permissions": [ 
            "SELECT" 
        ], 
        "Principal": { 
            "DataLakePrincipalIdentifier": "arn:aws:iam::111122223333:user/datalake_user1", 
            "DataLakePrincipalType": "IAM_USER" 
        } 
 },...
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既存の Data Catalog リソースをセキュア化する

Important

AWS Glue Data Catalog が暗号化されている場合、GetEffectivePermissionsForPath
は、Lake Formation の一般提供後に作成または変更されたデータベースとテーブルのみを返しま
す。

既存の Data Catalog リソースをセキュア化する
次に、そのロケーションについて特定した各テーブルと各データベースに対する Super 許可を
IAMAllowedPrincipals から取り消します。

Warning

Data Catalog にデータベースとテーブルを作成するオートメーションを設定している場合、
以下の手順は、オートメーションとダウンストリームの抽出、変換、ロード (ETL) ジョブが
失敗する原因になる可能性があります。この手順は、既存のプロセスを変更するか、必要なプ
リンシパルに明示的な Lake Formation 許可を付与した後でのみ、続行するようにしてくださ
い。Lake Formation 許可については、「the section called “Lake Formation 許可のリファレン
ス” (p. 211)」を参照してください。

テーブルに対する Super を IAMAllowedPrincipals から取り消す

1. AWS Lake Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/) を開きます。デー
タレイク管理者としてサインインします。

2. ナビゲーションペインで [Table] (テーブル) を選択します。
3. [Tables] (テーブル) ページで、目的のテーブルの横にあるラジオボタンを選択します。
4. [Actions] (アクション) メニューで、[Revoke] (取り消す) を選択します。
5. [Revoke permissions] (許可を取り消す) ダイアログボックスの [IAM users and roles] (IAM ユーザーお

よびロール) リストで、[Group]グループ見出しまでスクロールダウンして [IAMAllowedPrincipals] を
選択します。

6. [Table permissions] (テーブルの許可) で [Super] (スーパー) が選択されていることを確認してか
ら、[Revoke] (取り消す) を選択します。

データベースに対する Super を IAMAllowedPrincipals から取り消す

1. AWS Lake Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/) を開きます。デー
タレイク管理者としてサインインします。

2. ナビゲーションペインで、[Databases] (データベース) を選択します。
3. [Databases] (データベース) ページで、目的のデータベースの横にあるラジオボタンを選択します。
4. [Actions] (アクション) メニューで、[Edit] (編集) を選択します。
5. [Edit database] (データベースの編集) ページで、[Use only IAM access control for new tables in this 

database] (このデータベースの新しいテーブルには IAM アクセスコントロールのみを使用する) をオ
フにしてから [Save] (保存) を選択します。

6. [Databases] (データベース) ページに戻り、データベースが選択されていることを確認してか
ら、[Actions] (アクション) メニューで [Revoke] (取り消す) を選択します。

7. [Revoke permissions] (許可を取り消す) ダイアログボックスの [IAM users and roles] (IAM ユーザーお
よびロール) リストで、[Group]グループ見出しまでスクロールダウンして [IAMAllowedPrincipals] を
選択します。

8. [Database permissions] (データベースの許可) で [Super] (スーパー) が選択されていることを確認して
から、[Revoke] (取り消す) を選択します。
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Amazon S3 ロケーションの Lake 

Formation 許可を有効にする

Amazon S3 ロケーションの Lake Formation 許可を有
効にする
次に、Amazon S3 ロケーションを Lake Formation に登録します。これを実行するには、「データレイク
への Amazon S3 ロケーションの追加 (p. 109)」で説明されているプロセスを使用できます。または、
「認証情報供給 API (p. 344)」の説明に従って RegisterResource API 操作を使用します。

Note

親ロケーションが登録されている場合、子ロケーションを登録する必要はありません。

これらの手順を完了して、ユーザーがそのデータにアクセスできることをテストしたら、Lake Formation 
許可を正常にアップグレードしたことになります。次のステップである「ステップ 5: 新しい Data Catalog 
リソースをセキュア化する (p. 29)」に進みます。

ステップ 5: 新しい Data Catalog リソースをセキュ
ア化する

次に、デフォルト Data Catalog 設定を変更することによって、すべての新しい Data Catalog リソースを
セキュア化します。新しいデータベースとテーブルに AWS Identity and Access Management (IAM) アクセ
スコントロールのみを使用するオプションをオフにします。

Warning

Data Catalog にデータベースとテーブルを作成するオートメーションを設定している場合、
以下の手順は、オートメーションとダウンストリームの抽出、変換、ロード (ETL) ジョブが
失敗する原因になる可能性があります。この手順は、既存のプロセスを変更するか、必要なプ
リンシパルに明示的な Lake Formation 許可を付与した後でのみ、続行するようにしてくださ
い。Lake Formation 許可については、「the section called “Lake Formation 許可のリファレン
ス” (p. 211)」を参照してください。

デフォルトの Data Catalog 設定を変更する

1. AWS Lake Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/) を開きます。IAM 
管理ユーザー (ユーザー Administrator、または AdministratorAccess AWS マネージドポリ
シーを持つ別のユーザー) としてサインインします。

2. ナビゲーションペインで [Settings] (設定) を選択します。
3. [Data catalog settings] (Data Catalog の設定) ページで、両方のチェックボックスをオフにしてから

[Save] (保存) を選択します。

次のステップは、将来追加されるデータベースまたはテーブルに対するアクセス権のユーザーへの付
与です。「ステップ 6: 将来のデータレイクアクセスのための新しい IAM ポリシーをユーザーに付与す
る (p. 29)」を参照してください。

ステップ 6: 将来のデータレイクアクセスのための
新しい IAM ポリシーをユーザーに付与する

将来追加される Data Catalog データベースまたはテーブルへのアクセス権をユー0ザーに付与するには、
以下の粗粒度の AWS Identity and Access Management (IAM) インラインポリシーをユーザーに付与する必
要があります。ポリシーには GlueFullReadAccess という名前を付けます。
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ステップ 7: 既存の IAM ポリシーをクリーンアップする

Important

Data Catalog 内のすべてのデータベースとテーブルに対する Super を
IAMAllowedPrincipals から取り消す前にこのポリシーをユーザーにアタッチすると、その
ユーザーは、Super が IAMAllowedPrincipals に付与されている任意のリソースのすべての
メタデータを表示することができます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "GlueFullReadAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "lakeformation:GetDataAccess", 
                "glue:GetTable", 
                "glue:GetTables", 
                "glue:SearchTables", 
                "glue:GetDatabase", 
                "glue:GetDatabases", 
                "glue:GetPartitions" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}
 

Note

このステップ、および前の手順で指定されているインラインポリシーには、最小限の IAM 許可が
含まれています。データレイク管理者、データアナリスト、その他のペルソナに対する推奨ポリ
シーについては、「Lake Formation のペルソナと IAM 許可のリファレンス (p. 327)」を参照し
てください。

次に、「ステップ 7: 既存の IAM ポリシーをクリーンアップする (p. 30)」に進みます。

ステップ 7: 既存の IAM ポリシーをクリーンアップ
する

AWS Lake Formation 許可をセットアップし、粗粒度のアクセスコントロール AWS Identity and Access 
Management (IAM) ポリシーを作成してアタッチしたら、次の最後のステップを完了します。

• Lake Formation で複製した古い細粒度のアクセスコントロール IAM ポリシーを、ユーザー、グルー
プ、およびロールから削除します。

そうすることによって、これらのプリンシパルが Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 内のデー
タに直接アクセスできないことを確実にします。その後、これらのプリンシパルのデータレイクアクセス
を Lake Formation を通じて完全に管理することができます。
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チュートリアル
これらのチュートリアルは 3 つのカテゴリに分かれており、AWS Lake Formation を使用してデータレイ
クの構築とデータの取り込み、データの共有、データレイクの保護を行う方法についてステップバイス
テップの手順を紹介します。

1. データレイクを構築してデータを取り込む: データレイクを構築し、ブループリントを使用してデータ
を移動、保存、分類、消去、整理する方法について学習します。また、管理対象テーブルを設定する方
法についても学習します。管理対象テーブルは、新しい Amazon S3 テーブルタイプであり、アトミッ
ク性、一貫性、分離性、耐久性 (ACID: Atomic, Consistent, Isolated, and Durable) を備えたトランザク
ションをサポートします。

開始する前に、必ず セットアップ (p. 6) のステップを完了してください。
• AWS CloudTrail ソースからのデータレイクの作成 (p. 32)

独自の CloudTrail ログをデータソースとして使用し、最初のデータレイクを作成して読み込みます。
• Lake Formation での JDBC ソースからのデータレイクの作成 (p. 40)

データレイクを作成するには、リレーショナルデータベースなどの JDBC アクセス可能なデータスト
アの 1 つをデータソースとして使用します。

2. データレイクを保護する: タグベースおよび行レベルのアクセスコントロールを使用して、データレイ
クへのアクセスを効果的に保護および管理する方法について学習します。
• Lake Formation でのオープンテーブルストレージフォーマットのアクセス許可の設定 (p. 50)

このチュートリアルでは、Lake Formation でオープンソースのトランザクションテーブル形式 
(Apache Iceberg、Apache Hudi、Linux Foundation Delta Lake テーブル) のアクセス許可を設定する
方法を示します。

• Lake Formation のタグベースのアクセスコントロールを使用したデータレイクの管理 (p. 61)

Lake Formation のタグベースのアクセスコントロールを使用して、データレイク内のデータへのアク
セスを管理する方法について学習します。

• 行レベルのアクセスコントロールによるデータレイクの保護 (p. 77)

Lake Formation で行レベルの許可を設定し、データコンプライアンスおよびガバナンスポリシーに基
づいて、特定の行へのアクセスを制限する方法について学習します。

3. データを共有する: タグベースのアクセスコントロール (TBAC) を使用して、AWS アカウント 間でデー
タを安全に共有する方法と、AWS アカウント 間で共有するデータセットへのきめ細かな許可を管理す
る方法について学習します。
• Lake Formation のタグベースのアクセスコントロールと名前付きリソースを使用したデータレイクの

共有 (p. 87)

このチュートリアルでは、Lake Formation を使用して AWS アカウント 間でデータを安全に共有する
方法について学習します。

• Lake Formation のきめ細かなアクセスコントロールを使用したデータレイクの共有 (p. 102)

このチュートリアルでは、AWS Organizations で複数の AWS アカウント を管理する際に、Lake 
Formation を使用してデータセットを迅速かつ簡単に共有する方法について学習します。

トピック
• AWS CloudTrail ソースからのデータレイクの作成 (p. 32)
• Lake Formation での JDBC ソースからのデータレイクの作成 (p. 40)

31



AWS Lake Formation デベロッパーガイド
AWS CloudTrail ソースからのデータレイクの作成

• Lake Formation でのオープンテーブルストレージフォーマットのアクセス許可の設定 (p. 50)
• Lake Formation のタグベースのアクセスコントロールを使用したデータレイクの管理 (p. 61)
• 行レベルのアクセスコントロールによるデータレイクの保護 (p. 77)
• Lake Formation のタグベースのアクセスコントロールと名前付きリソースを使用したデータレイクの

共有 (p. 87)
• Lake Formation のきめ細かなアクセスコントロールを使用したデータレイクの共有 (p. 102)

AWS CloudTrail ソースからのデータレイクの作成
このチュートリアルでは、AWS CloudTrail ソースから最初のデータレイクを作成してロードするため
に、Lake Formation コンソールで実行するアクションについて詳しく説明します。

データレイクを作成するための大まかなステップ

1. Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) パスをデータレイクとして登録します。
2. Lake Formation に、Data Catalog、およびデータレイク内の Amazon S3 ロケーションに書き込みを

行うための許可を付与します。
3. Data Catalog 内のメタデータテーブルを整理するためのデータベースを作成します。
4. ブループリントを使用してワークフローを作成します。ワークフローを実行して、データソースから

データを取り込みます。
5. 他のユーザーが Data Catalog とデータレイク内のデータを管理できるようにする Lake Formation 許

可を設定します。
6. Amazon S3 データレイクにインポートしたデータをクエリするように Amazon Athena をセットアッ

プします。
7. 一部のデータストアタイプについては、Amazon S3 データレイクにインポートしたデータをクエリす

るように Amazon Redshift Spectrum をセットアップします。

トピック
• 対象者 (p. 32)
• 前提条件 (p. 33)
• ステップ 1: データアナリストユーザーの作成 (p. 33)
• ステップ 2: ワークフローロールに AWS CloudTrail ログを読み取る許可を追加する (p. 34)
• ステップ 3: データレイクとしての Amazon S3 バケットを作成する (p. 34)
• ステップ 4: Amazon S3 パスを登録する (p. 35)
• ステップ 5: データのロケーションの許可を付与する (p. 35)
• ステップ 6: Data Catalog でデータベースを作成する (p. 35)
• ステップ 7: データの許可を付与する (p. 35)
• ステップ 8: ブループリントを使用してワークフローを作成する (p. 38)
• ステップ 9: ワークフローを実行する (p. 39)
• ステップ 10: テーブルに対する SELECT を付与する (p. 39)
• ステップ 11: Amazon Athena を使用してデータレイクをクエリする (p. 40)

対象者
次の表は、このチュートリアルでデータレイクを作成するために使用しているロールのリストです。
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前提条件

対象者

ロール 説明

IAM 管理者 AWS マネージドポリシーをを持っています:
AdministratorAccess。IAM ロールと Amazon 
S3 バケットを作成できます。

データレイク管理者 Data Catalog へのアクセス、データベースの作
成、および他のユーザーへの Lake Formation 許
可の付与を実行できるユーザー。IAM 許可の数は 
IAM 管理者よりも少ないですが、データレイクを
管理するには十分な許可を持っています。

データアナリスト データレイクに対してクエリを実行できるユー
ザー。クエリを実行するために十分な許可のみを
持っています。

ワークフローロール ワークフローを実行するために必要な IAM ポリ
シーを持つロール。

前提条件
開始する前に、以下を確認してください。

• 「セットアップ (p. 6)」のタスクを完了していること。
• CloudTrail ログのロケーションを把握していること。

AWS Identity and Access Management (IAM) に精通していることが前提となっています。IAM について
は、「IAM ユーザーガイド」を参照してください。

ステップ 1: データアナリストユーザーの作成
このユーザーは、データレイクをクエリするための最小限の許可セットを持っています。

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam) を開きます。管理ユーザーを作成する (p. 7) で
作成した管理者ユーザー、または AdministratorAccess AWS マネージドポリシーを持つユーザー
としてサインインします。

2. 以下の設定で、datalake_user という名前のユーザーを作成します。

• AWS Management Consoleへのアクセスを有効にする。
• パスワードを設定して、パスワードのリセットを不要にする。
• AmazonAthenaFullAccess AWS マネージドポリシーをアタッチする。
• 以下のインラインポリシーをアタッチする。ポリシーには DatalakeUserBasic という名前を付

けます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "lakeformation:GetDataAccess", 
                "glue:GetTable", 
                "glue:GetTables", 
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ステップ 2: ワークフローロールに AWS 

CloudTrail ログを読み取る許可を追加する

                "glue:SearchTables", 
                "glue:GetDatabase", 
                "glue:GetDatabases", 
                "glue:GetPartitions", 
                "lakeformation:GetResourceLFTags", 
                "lakeformation:ListLFTags", 
                "lakeformation:GetLFTag", 
                "lakeformation:SearchTablesByLFTags", 
                "lakeformation:SearchDatabasesByLFTags"                 
           ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

ステップ 2: ワークフローロールに AWS CloudTrail ロ
グを読み取る許可を追加する
1. 以下のインラインポリシーを LakeFormationWorkflowRole ロールにアタッチしま

す。このポリシーは、AWS CloudTrail ログの読み取る許可を付与します。ポリシーには
DatalakeGetCloudTrail という名前を付けます。

Important

<your-s3-cloudtrail-bucket> は、CloudTrail データの Amazon S3 ロケーションに置
き換えてください。

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

2. ロールに 3 つのポリシーがアタッチされていることを確認します。

ステップ 3: データレイクとしての Amazon S3 バケッ
トを作成する
データレイクのルートロケーションになる Amazon S3 バケットを作成します。

1. Amazon S3 コンソール (https://console.aws.amazon.com/s3/) を開き、管理ユーザーを作成する (p. 7)
で作成した管理者ユーザーとしてサインインします。

2. [Create bucket] (バケットを作成) を選択し、ウィザードをすべて実行して <yourName>-datalake-
cloudtrail という名前のバケットを作成します。<yourName> はユーザーの名前のイニシャルと苗
字の組み合わせです。例: jdoe-datalake-cloudtrail。

Amazon S3 バケットの詳しい作成手順については、「バケットの作成」を参照してください。
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ステップ 4: Amazon S3 パスを登録する

ステップ 4: Amazon S3 パスを登録する
Amazon S3 パスをデータレイクのルートロケーションとして登録します。

1. Lake Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/) を開きます。データレイ
ク管理者としてサインインします。

2. ナビゲーションペインの [Register and ingest] (登録および取り込み) で [Data lake locations] (データレ
イクのロケーション) を選択します。

3. [Register location] (ロケーションを登録) を選択してから、[Browse] (参照) を選択します。
4. 前に作成した <yourName>-datalake-cloudtrail バケットを選択し、デフォルトの IAM ロール

AWSServiceRoleForLakeFormationDataAccess を受け入れ、[Register location] (ロケーション
を登録) を選択します。

ロケーションの登録に関する詳細については、「データレイクへの Amazon S3 ロケーションの追
加 (p. 109)」を参照してください。

ステップ 5: データのロケーションの許可を付与する
プリンシパルは、作成する Data Catalog のテーブルまたはデータベースのポイント先となるデータレイク
ロケーションに対するデータロケーション許可を持っている必要があります。ワークフローの IAM ロール
にデータロケーション許可を付与して、ワークフローがデータ取り込み先に書き込みを実行できるように
する必要があります。

1. ナビゲーションペインの [Permissions] (許可) で [Data locations] (データのロケーション) を選択しま
す。

2. [Grant] (付与) を選択し、[Grant permissions] (許可の付与) ダイアログボックスで、以下の選択を行い
ます。

a. [IAM user and roles] (IAM ユーザーおよびロール) で、LakeFormationWorkflowRole を選択し
ます。

b. [Storage locations] (ストレージのロケーション) で、使用する <yourName>-datalake-
cloudtrail バケットを選択します。

3. [Grant] (付与) を選択します。

データロケーション許可については、「Underlying Data Access Control (p. 297)」を参照してくださ
い。

ステップ 6: Data Catalog でデータベースを作成する
Lake Formation Data Catalog のメタデータテーブルは、データベース内に保存されます。

1. ナビゲーションペインの [Data catalog] で [Databases] (データベース) を選択します。
2. [Create database] (データベースを作成) を選択し、[Database details] (データベースの詳細) で

lakeformation_cloudtrail という名前を入力します。
3. 他のフィールドは空欄のままにしておき、[Create database] (データベースを作成) を選択します。

ステップ 7: データの許可を付与する
Data Catalog でメタデータテーブルを作成するための許可を付与する必要があります。ワークフローは
LakeFormationWorkflowRole ロールを使用して実行されるため、これらの許可をロールに付与する必
要があります。
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1. Lake Formation コンソールのナビゲーションペインにある [Data catalog] で [Databases] (データベー
ス) を選択します。

2. lakeformation_cloudtrail データベースを選択してから、[Actions] (アクション) ドロップダウ
ンリストで、[Permissions] (許可) の見出しの下にある [Grant] (付与) を選択します。

3. [Grant data permissions] (データ許可の付与) ダイアログボックスで、以下の選択を行います。

a. [Principals] (プリンシパル) の [IAM user and roles] (IAM ユーザーおよびロール) で
LakeFormationWorkflowRole を選択します。

b. [LF-Tags or catalog resources] (LF タグまたはカタログリソース) で、[Named data catalog 
resources] (名前付きの Data Catalog リソース) を選択します。

c. [Databases] (データベース) については、lakeformation_cloudtrail データベースがすでに
追加されていることが確認できるはずです。

d. [Database permissions] (データベースの許可) で、[Create table] (テーブルの作成)、[Alter] (変
更)、および [Drop] (ドロップ) をオンにして、[Super] (スーパー) が選択されている場合はそれを
オフにします。

[Grant data permissions] (データ許可の付与) ダイアログボックスは、今の時点で以下のスクリーン
ショットのようになっているはずです。
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4. [Grant] (付与) を選択します。
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Lake Formation 許可の付与に関する詳細ついては、「Lake Formation でのメタデータとデータのセキュリ
ティとアクセスコントロール (p. 291)」を参照してください。

ステップ 8: ブループリントを使用してワークフロー
を作成する
CloudTrail ログを読み取り、その構造を理解し、Data Catalog で適切なテーブルを作成するには、AWS 
Glue クローラ、ジョブ、トリガー、およびワークフローで構成されるワークフローをセットアップする必
要があります。Lake Formation のブループリントを使用すると、このプロセスが容易になります。

ワークフローは、データを検出してデータレイクに取り込むジョブ、クローラ、およびトリガーを生成し
ます。ワークフローは、事前定義された Lake Formation ブループリントのいずれかに基づいて作成しま
す。

1. Lake Formation コンソールのナビゲーションペインで [Blueprints] (ブループリント) を選択してか
ら、[Use blueprint] (ブループリントを使用) を選択します。

2. [Use a blueprint] (ブループリントの使用) ページの [Blueprint type] (ブループリントタイプ) で [AWS 
CloudTrail]を選択します。

3. [Import source] (インポートソース) で、CloudTrail ソースと開始日を選択します。
4. [Import target] (インポートターゲット) で、以下のパラメータを指定します。

[Target database] (ターゲットデータベース) lakeformation_cloudtrail

[Target storage location] (ターゲットストレージ
ロケーション)

s3://<yourName>-datalake-cloudtrail

[Data format] (データ形式) Parquet

5. [Import Frequency] (インポート頻度) には、[Run on demand] (オンデマンドで実行) を選択します。
6. [Import target] (インポートオプション) で、以下のパラメータを指定します。

[Workflow name] (ワークフロー名) lakeformationcloudtrailtest

[IAM role] (IAM ロール) LakeFormationWorkflowRole

[Table prefix] (テーブルプレフィックス) cloudtrailtest

Note

小文字を使用する必要があります。

7. [Create] (作成) を選択し、ワークフローが正常に作成されたことコンソールが報告するまで待機しま
す。

Tip

以下のエラーメッセージが表示されましたか?
User: arn:aws:iam::<account-id>:user/<datalake_administrator_user>
is not authorized to perform: iam:PassRole on 
resource:arn:aws:iam::<account-id>:role/LakeFormationWorkflowRole...
表示された場合は、データレイク管理者ユーザーのインラインポリシーにある <account-
id> が有効な AWS アカウント番号に置き換えられているかどうかをチェックしてくださ
い。
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ステップ 9: ワークフローを実行する
ワークフローがオンデマンドで実行されることを指定したので、ワークフローは手動で開始する必要があ
ります。

• [Blueprints] (ブループリント) ページでワークフロー lakeformationcloudtrailtest を選択
し、[Actions] (アクション) メニューから [Start] (開始) を選択します。

ワークフローの実行に伴って、その進捗状況を [Last run status] (最終実行ステータス) 列で確認できま
す。更新ボタンを随時選択します。

ステータスは、[RUNNING] (実行中) から、[Discovering] (検出中)、[Importing] (インポート
中)、[COMPLETED] (完了) と移行します。

ワークフローが完了すると、以下のようになります。

• Data Catalog に新しいメタデータテーブルがある。
• CloudTrail ログがデータレイクに取り込まれる。

ワークフローが失敗する場合は、以下を実行します。

a. ワークフローを選択し、[Actions] (アクション) メニューで [View graph] (グラフを表示) を選択し
ます。

AWS Glue コンソールでワークフローが開きます。
b. そのワークフローが選択されていることを確認し、[History] (履歴) タブを選択します。
c. [History] (履歴) で、最新の実行を選択し、[View run details] (実行の詳細を表示) を選択します。
d. 動的 (ランタイム) グラフで失敗したジョブまたはクローラを選択し、エラーメッセージを確認し

ます。障害が発生したノードは赤色または黄色のいずれかになっています。

ステップ 10: テーブルに対する SELECT を付与する
テーブルがポイントするデータをデータアナリストがクエリできるように、新しい Data Catalog テーブル
に対する SELECT 許可を付与する必要があります。

Note

ワークフローは、ワークフローが作成するテーブルに対する SELECT 許可を、ワークフローを
実行したユーザーに自動的に付与します。このワークフローはデータレイク管理者が実行したの
で、データアナリストに SELECT を付与する必要があります。

1. Lake Formation コンソールのナビゲーションペインにある [Data catalog] で [Databases] (データベー
ス) を選択します。

2. lakeformation_cloudtrail データベースを選択してから、[Actions] (アクション) ドロップダウ
ンリストで、[Permissions] (許可) の見出しの下にある [Grant] (付与) を選択します。

3. [Grant data permissions] (データ許可の付与) ダイアログボックスで、以下の選択を行います。

a. [Principals] (プリンシパル) の [IAM user and roles] (IAM ユーザーおよびロール) で
datalake_user を選択します。

b. [LF-Tags or catalog resources] (LF タグまたはカタログリソース) で、[Named data catalog 
resources] (名前付きの Data Catalog リソース) を選択します。

c. [Databases] (データベース) については、lakeformation_cloudtrail データベースがすでに
選択されているはずです。

d. [Tables] (テーブル) には cloudtrailtest-cloudtrail を選択します。
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e. [Table and column permissions] (テーブルと列の許可) で [Select] (選択) をオンにします。
4. [Grant] (付与) を選択します。

次のステップは、データアナリストとして実行します。

ステップ 11: Amazon Athena を使用してデータレイク
をクエリする
Amazon Athena コンソールを使用して、データレイク内の CloudTrail データをクエリします。

1. Athena コンソール (https://console.aws.amazon.com/athena/) を開き、データアナリストのユーザー
datalake_user としてサインインします。

2. 必要に応じて [Get Started] (開始する) を選択して、Athena クエリエディタに進みます。
3. [Data source] (データソース) で [AwsDataCatalog] を選択します。
4. [Database] (データベース) で、lakeformation_cloudtrail を選択します。

[Tables] (テーブル) リストが表示されます。
5. テーブル cloudtrailtest-cloudtrail の横にあるオーバーフローメニュー (縦方向に並んだ 3 つ

の点) で、[Preview table] (表をプレビュー)、[Run] (実行) の順に選択します。

クエリが実行され、10 行のデータが表示されます。

これまで Athena を使用したことがないという場合は、最初に Athena コンソールでクエリ結果を保存
するための Amazon S3 ロケーションを設定する必要があります。datalake_user は、ユーザーが
選択した Amazon S3 バケットへのアクセスに必要な許可を持っている必要があります。

Note

チュートリアルが完了したところで、次は組織内のプリンシパルにデータ許可とデータロケー
ション許可を付与します。

Lake Formation での JDBC ソースからのデータレ
イクの作成

このチュートリアルでは、Lake Formation を使用して JDBC ソースから最初のデータレイクを作成して
ロードするために、AWS Lake Formation コンソールで実行するアクションについて詳しく説明します。

トピック
• 対象者 (p. 41)
• JDBC チュートリアルの前提条件 (p. 41)
• ステップ 1: データアナリストユーザーの作成 (p. 42)
• ステップ 2: AWS Glue で接続を作成する (p. 42)
• ステップ 3: データレイク用の Amazon S3 バケットを作成する (p. 43)
• ステップ 4: Amazon S3 パスを登録する (p. 43)
• ステップ 5: データのロケーションに対する許可を付与する (p. 43)
• ステップ 6: Data Catalog でデータベースを作成する (p. 44)
• ステップ 7: データの許可を付与する (p. 44)
• ステップ 8: ブループリントを使用してワークフローを作成する (p. 45)
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対象者

• ステップ 9: ワークフローを実行する (p. 46)
• ステップ 10: テーブルに対する SELECT を付与する (p. 46)
• ステップ 11: Amazon Athena を使用してデータレイクをクエリする (p. 47)
• ステップ 12: Amazon Redshift Spectrum を使用してデータレイク内のデータをクエリする (p. 47)
• ステップ 13: Amazon Redshift Spectrum を使用して Lake Formation 許可を付与または取り消

す (p. 50)

対象者
次の表は、この AWS Lake Formation JDBC チュートリアル (p. 40)で使用するロールのリストです。

ロール 説明

IAM 管理者 AWS Identity and Access Management (IAM) 
ユーザーおよびロール、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケットを作成できるユー
ザー。AdministratorAccess AWS マネージド
ポリシーを持っています。

データレイク管理者 Data Catalog へのアクセス、データベースの作
成、および他のユーザーへの Lake Formation 許
可の付与を実行できるユーザー。IAM 許可の数は 
IAM 管理者よりも少ないですが、データレイクを
管理するには十分な許可を持っています。

データアナリスト データレイクに対してクエリを実行できるユー
ザー。クエリを実行するために十分な許可のみを
持っています。

ワークフローロール ワークフローを実行するために必要な IAM ポリ
シーを持つロール。

チュートリアルを完了するための前提条件については、「JDBC チュートリアルの前提条件 (p. 41)」を
参照してください。

JDBC チュートリアルの前提条件
「AWS Lake Formation JDBC チュートリアル (p. 40)」を開始する前に、以下を実行したことを確認し
てください。

• セットアップ (p. 6) の各タスクを完了する。
• チュートリアルで使用する、JDBC がアクセスできるデータストアを決定する。
• JDBC タイプの AWS Glue 接続を作成するために必要な情報を収集する。この Data Catalog オブジェク

トには、データストアへの URL とログイン認証情報が含まれ、データストアが Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) で作成された場合は、追加の VPC 固有の設定情報も含まれます。詳細について
は、「AWS Glue デベロッパーガイド」の「AWS Glue Data Catalog での接続の定義」を参照してくだ
さい。

このチュートリアルでは、ユーザーが AWS Identity and Access Management (IAM) に精通していることを
前提としています。IAM については、「IAM ユーザーガイド」を参照してください。

開始するには、「the section called “ステップ 1: データアナリストユーザーの作成” (p. 42)」に進んでく
ださい。
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ステップ 1: データアナリストユーザーの作成
このステップでは、AWS Lake Formation 内のデータレイクのデータアナリストになる AWS Identity and 
Access Management (IAM) ユーザーを作成します。

このユーザーは、データレイクをクエリするための最小限の許可セットを持っています。

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam) を開きます。管理ユーザーを作成する (p. 7) で
作成した管理者ユーザー、または AdministratorAccess AWS マネージドポリシーを持つユーザー
としてサインインします。

2. 以下の設定で、datalake_user という名前のユーザーを作成します。

• AWS Management Consoleへのアクセスを有効にする。
• パスワードを設定して、パスワードのリセットを不要にする。
• AmazonAthenaFullAccess AWS マネージドポリシーをアタッチする。
• 以下のインラインポリシーをアタッチする。ポリシーには DatalakeUserBasic という名前を付

けます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "lakeformation:GetDataAccess", 
                "glue:GetTable", 
                "glue:GetTables", 
                "glue:SearchTables", 
                "glue:GetDatabase", 
                "glue:GetDatabases", 
                "glue:GetPartitions", 
                "lakeformation:GetResourceLFTags", 
                "lakeformation:ListLFTags", 
                "lakeformation:GetLFTag", 
                "lakeformation:SearchTablesByLFTags", 
                "lakeformation:SearchDatabasesByLFTags"                 
           ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

ステップ 2: AWS Glue で接続を作成する
Note

JDBC データソースへの AWS Glue 接続がすでに作成されている場合は、このステップをスキッ
プしてください。

AWS Lake Formation は、AWS Glue 接続を通じて JDBC データソースにアクセスします。接続は、デー
タソースへの接続に必要となるすべての情報が含まれた Data Catalog オブジェクトです。接続は、AWS 
Glue コンソールを使用して作成することができます。

接続を作成する

1. AWS Glue のコンソール (https://console.aws.amazon.com/glue/) を開き、管理ユーザーを作成す
る (p. 7) で作成した管理者ユーザーとしてサインインします。
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Amazon S3 バケットを作成する

2. ナビゲーションペインの [Data catalog] で [Connections] (接続) を選択します。
3. [Connections] (接続) ページで [Add connection] (接続の追加) を選択します。
4. [Set up your connection's properties] (接続のプロパティを設定します) ページで、接続名として

datalake-tutorial を入力し、接続タイプとして [JDBC] を選択します。その後、[Next] (次へ) を
選択します。

5. 接続ウィザードを続けて実行し、接続を保存します。

接続の作成に関するヘルプついては、「AWS Glue デベロッパーガイド」の「AWS Glue コンソール
での接続の使用」を参照してください。

ステップ 3: データレイク用の Amazon S3 バケットを
作成する
このステップでは、データレイクのルートロケーションになる Amazon Simple Storage Service (Amazon 
S3) バケットを作成します。

1. Amazon S3 コンソール (https://console.aws.amazon.com/s3/) を開き、管理ユーザーを作成する (p. 7)
で作成した管理者ユーザーとしてサインインします。

2. [Create bucket] (バケットを作成) を選択し、ウィザードをすべて実行して <yourName>-datalake-
tutorial という名前のバケットを作成します。<yourName> はユーザーの名前のイニシャルと苗字
の組み合わせです。例: jdoe-datalake-tutorial。

Amazon S3 バケットの作成に関する詳しい手順については、「Amazon Simple Storage Service ユー
ザーガイド」の「S3 バケットの作成方法」を参照してください。

ステップ 4: Amazon S3 パスを登録する
このステップでは、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) パスをデータレイクのルートロケー
ションとして登録します。

1. Lake Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/) を開きます。データレイ
ク管理者としてサインインします。

2. ナビゲーションペインの [Register and ingest] (登録および取り込み) で [Data lake locations] (データレ
イクのロケーション) を選択します。

3. [Register location] (ロケーションを登録) を選択してから、[Browse] (参照) を選択します。
4. 前に作成した <yourName>-datalake-tutorial バケットを選択し、デフォルトの IAM ロール

AWSServiceRoleForLakeFormationDataAccess を受け入れ、[Register location] (ロケーション
を登録) を選択します。

ロケーションの登録に関する詳細については、「データレイクへの Amazon S3 ロケーションの追
加 (p. 109)」を参照してください。

ステップ 5: データのロケーションに対する許可を付
与する
プリンシパルは、作成する Data Catalog のテーブルまたはデータベースのポイント先となるデータレイク
ロケーションに対するデータロケーション許可を持っている必要があります。ワークフローの IAM ロール
にデータロケーション許可を付与して、ワークフローがデータ取り込み先に書き込みを実行できるように
する必要があります。

43

https://docs.aws.amazon.com/glue/latest/dg/console-connections.html
https://docs.aws.amazon.com/glue/latest/dg/console-connections.html
https://console.aws.amazon.com/s3/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/user-guide/create-bucket.html
https://console.aws.amazon.com/lakeformation/


AWS Lake Formation デベロッパーガイド
ステップ 6: Data Catalog でデータベースを作成する

1. Lake Formation コンソールのナビゲーションペインにある [Permissions] (許可) で [Data locations]
(データのロケーション) を選択します。

2. [Grant] (付与) を選択し、[Grant permissions] (許可の付与) ダイアログボックスで以下を実行します。

a. [IAM user and roles] (IAM ユーザーおよびロール) で、LakeFormationWorkflowRole を選択し
ます。

b. [Storage locations] (ストレージのロケーション) で、使用する <yourName>-datalake-
tutorial バケットを選択します。

3. [Grant] (付与) を選択します。

データロケーション許可については、「Underlying Data Access Control (p. 297)」を参照してくださ
い。

ステップ 6: Data Catalog でデータベースを作成する
Lake Formation Data Catalog のメタデータテーブルは、データベース内に保存されます。

1. Lake Formation コンソールのナビゲーションペインにある [Data catalog] で [Databases] (データベー
ス) を選択します。

2. [Create database] (データベースを作成) を選択し、[Database details] (データベースの詳細) で
lakeformation_tutorial という名前を入力します。

3. 他のフィールドは空欄のままにしておき、[Create database] (データベースを作成) を選択します。

ステップ 7: データの許可を付与する
Data Catalog でメタデータテーブルを作成するための許可を付与する必要があります。ワークフローは
LakeFormationWorkflowRole ロールを使用して実行されるため、これらの許可をロールに付与する必
要があります。

1. Lake Formation コンソールのナビゲーションペインにある [許可] で [データレイクのアクセス許可] を
選択します。

2. [Grant] (付与) を選択し、[Grant data permissions] (データ許可の付与) ダイアログボックスで以下を実
行します。

a. [Principals] (プリンシパル) の [IAM user and roles] (IAM ユーザーおよびロール) で
LakeFormationWorkflowRole を選択します。

b. [LF-Tags or catalog resources] (LF タグまたはカタログリソース) で、[Named data catalog 
resources] (名前付きの Data Catalog リソース) を選択します。

c. [Databases] (データベース) には、前に作成したデータベースである
lakeformation_tutorial を選択します。

d. [Database permissions] (データベースの許可) で、[Create table] (テーブルの作成)、[Alter] (変
更)、および [Drop] (ドロップ) をオンにして、[Super] (スーパー) が選択されている場合はそれを
オフにします。

3. [Grant] (付与) を選択します。

Lake Formation 許可の付与に関する詳細ついては、「Lake Formation でのメタデータとデータのセキュリ
ティとアクセスコントロール (p. 291)」を参照してください。
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用してワークフローを作成する

ステップ 8: ブループリントを使用してワークフロー
を作成する
AWS Lake Formation ワークフローは、データを検出してデータレイクに取り込む AWS Glue ジョブ、ク
ローラ、およびトリガーを生成します。ワークフローは、事前定義された Lake Formation ブループリント
のいずれかに基づいて作成します。

1. Lake Formation コンソールのナビゲーションペインで [Blueprints] (ブループリント) を選択してか
ら、[Use blueprint] (ブループリントを使用) を選択します。

2. [Use a blueprint] (ブループリントの使用) ページにある [Blueprint type] (ブループリントタイプ) で
[Database snapshot] (データベーススナップショット) を選択します。

3. [Import source] (インポートソース) の [Database connection] (データベース接続) には、先ほど作成し
た接続である datalake-tutorial、またはデータソースの既存の接続を選択します。

4. [Source data path] (ソースデータパス) には、データの取り込み元となるパスを
<database>/<schema>/<table> の形式で入力します。

スキーマまたはテーブルの代わりに、パーセント (%) ワイルドカードを使用することができます。ス
キーマをサポートするデータベースの場合は、<database> 内の <schema> にあるすべてのテーブ
ルと一致させるために、<database>/<schema>/% を入力します。Oracle データベースと MySQL 
はパス内のスキーマをサポートしないので、代わりに <database>/% を入力します。Oracle データ
ベースの場合、<database> はシステム識別子 (SID) です。

例えば、Oracle データベースの SID が orcl の場合は、orcl/% を入力して、JDCB 接続で指定され
たユーザーがアクセスできるすべてのテーブルと一致させます。

Important

このフィールドでは、大文字と小文字が区別されます。
5. [Import target] (インポートターゲット) で、以下のパラメータを指定します。

[Target database] (ターゲットデータベース) lakeformation_tutorial

[Target storage location] (ターゲットストレージ
ロケーション)

s3://<yourName>-datalake-tutorial

[Data format] (データ形式) (Parquet または CSV を選択)

6. [Import Frequency] (インポート頻度) には、[Run on demand] (オンデマンドで実行) を選択します。
7. [Import target] (インポートオプション) で、以下のパラメータを指定します。

[Workflow name] (ワークフロー名) lakeformationjdbctest

[IAM role] (IAM ロール) LakeFormationWorkflowRole

[Table prefix] (テーブルプレフィックス) jdbctest

Note

小文字を使用する必要があります。

8. [Create] (作成) を選択し、ワークフローが正常に作成されたことコンソールが報告するまで待機しま
す。

Tip

以下のエラーメッセージが表示されましたか?
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User: arn:aws:iam::<account-id>:user/<datalake_administrator_user>
is not authorized to perform: iam:PassRole on 
resource:arn:aws:iam::<account-id>:role/LakeFormationWorkflowRole...
表示された場合は、データレイク管理者ユーザーのインラインポリシーにある <account-
id> が有効な AWS アカウント番号に置き換えられているかどうかをチェックしてくださ
い。

ステップ 9: ワークフローを実行する
ワークフローがオンデマンドで実行されることを指定したので、AWS Lake Formation でワークフローを
手動で開始する必要があります。

1. Lake Formation コンソールの [Blueprints] (ブループリント) ページで、ワークフロー
lakeformationjdbctest を選択します。

2. [Actions] (アクション) を選択してから、[Start] (開始) を選択します。
3. ワークフローの実行に伴って、その進捗状況を [Last run status] (最終実行ステータス) 列で確認しま

す。更新ボタンを随時選択します。

ステータスは、[RUNNING] (実行中) から、[Discovering] (検出中)、[Importing] (インポート
中)、[COMPLETED] (完了) と移行します。

ワークフローが完了すると、以下のようになります。

• Data Catalog に新しいメタデータテーブルがある。
• データがデータレイクに取り込まれる。

ワークフローが失敗する場合は、以下を実行します。

a. ワークフローを選択します。[Actions] (アクション) を選択してから、[View graph] (グラフを表示) 
を選択します。

AWS Glue コンソールでワークフローが開きます。
b. ワークフローを選択し、[History] (履歴) タブを選択します。
c. 最新の実行を選択し、[View run details] (実行の詳細を表示) を選択します。
d. 動的 (ランタイム) グラフで失敗したジョブまたはクローラを選択し、エラーメッセージを確認し

ます。障害が発生したノードは赤色または黄色のいずれかになっています。

ステップ 10: テーブルに対する SELECT を付与する
テーブルがポイントするデータをデータアナリストがクエリできるように、AWS Lake Formation で新し
い Data Catalog テーブルに対する SELECT 許可を付与する必要があります。

Note

ワークフローは、ワークフローが作成するテーブルに対する SELECT 許可を、ワークフローを
実行したユーザーに自動的に付与します。このワークフローはデータレイク管理者が実行したの
で、データアナリストに SELECT を付与する必要があります。

1. Lake Formation コンソールのナビゲーションペインにある [許可] で [データレイクのアクセス許可] を
選択します。

2. [Grant] (付与) を選択し、[Grant data permissions] (データ許可の付与) ダイアログボックスで以下を実
行します。

46



AWS Lake Formation デベロッパーガイド
ステップ 11: Amazon Athena を使
用してデータレイクをクエリする

a. [Principals] (プリンシパル) の [IAM user and roles] (IAM ユーザーおよびロール) で
datalake_user を選択します。

b. [LF-Tags or catalog resources] (LF タグまたはカタログリソース) で、[Named data catalog 
resources] (名前付きの Data Catalog リソース) を選択します。

c. [Database] (データベース) には lakeformation_tutorial を選択します。

[Tables] (テーブル) リストが表示されます。
d. [Tables] (テーブル) には、データソースから 1 つ、または複数のテーブルを選択します。
e. [Table and column permissions] (テーブルと列の許可) で [Select] (選択) をオンにします。

3. [Grant] (付与) を選択します。

次のステップは、データアナリストとして実行します。

ステップ 11: Amazon Athena を使用してデータレイク
をクエリする
Amazon Athena コンソールを使用して、データレイク内のデータをクエリします。

1. Athena コンソール (https://console.aws.amazon.com/athena/) を開き、データアナリストであるユー
ザー datalake_user としてサインインします。

2. 必要に応じて [Get Started] (開始する) を選択して、Athena クエリエディタに進みます。
3. [Data source] (データソース) で [AwsDataCatalog] を選択します。
4. [Database] (データベース) で、lakeformation_tutorial を選択します。

[Tables] (テーブル) リストが表示されます。
5. テーブルの 1 つの横にあるポップアップメニューで、[Preview table] (テーブルのプレビュー) を選択

します。

クエリが実行され、10 行のデータが表示されます。

ステップ 12: Amazon Redshift Spectrum を使用して
データレイク内のデータをクエリする
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) データレイクにインポートしたデータをクエリするよう
に Amazon Redshift Spectrum をセットアップすることができます。まず、Amazon Redshift クラスター
の起動と Amazon S3 データのクエリに使用する AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを
作成します。次に、このロールにクエリを実行するテーブルに対する Select 許可を付与します。その
後、Amazon Redshift クエリエディタを使用する許可をユーザーに付与します。最後に、Amazon Redshift 
クラスターを作成して、クエリを実行します。

管理者としてクラスターを作成し、データアナリストとしてクラスターをクエリします。

Amazon Redshift Spectrum の詳細については、「Amazon Redshift データベースデベロッパーガイド」の
「Amazon Redshift Spectrum を使用した外部データのクエリ」を参照してください。

Amazon Redshift クエリを実行する許可をセットアップする

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。管理ユーザーを作成する (p. 7)
で作成した管理者ユーザー (ユーザー名は Administrator)、または AdministratorAccess AWS 
マネージドポリシーを持つユーザーとしてサインインします。
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2. ナビゲーションペインで [Policies] (ポリシー) を選択します。

[Policies] (ポリシー) を初めて選択する場合は、[Welcome to Managed Policies] (マネージドポリシー
にようこそ) ページが表示されます。[Get Started] (今すぐ始める) を選択します。

3. [Create policy] (ポリシーを作成) を選択します。
4. [JSON] タブを選択します。
5. 以下の JSON ポリシードキュメントを貼り付けます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "lakeformation:GetDataAccess", 
                "glue:GetTable", 
                "glue:GetTables", 
                "glue:SearchTables", 
                "glue:GetDatabase", 
                "glue:GetDatabases", 
                "glue:GetPartitions", 
                "lakeformation:GetResourceLFTags", 
                "lakeformation:ListLFTags", 
                "lakeformation:GetLFTag", 
                "lakeformation:SearchTablesByLFTags", 
                "lakeformation:SearchDatabasesByLFTags"                 
           ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

6. 完了したら、[Review] (確認) を選択してポリシーを確認します。構文エラーがある場合は、ポリシー
バリデータが報告します。

7. [Review policy] (ポリシーの確認) ページで、作成しているポリシーの [Name] (名前) に
RedshiftLakeFormationPolicy を入力します。[Description] (説明) を入力します (オプショ
ン)。ポリシーの [Summary] (概要) を参照して、ポリシーによって付与された許可を確認します。次
に、[Create policy] (ポリシーの作成) を選択して作業を保存します。

8. IAM コンソールのナビゲーションペインで、[Roles] (ロール)、[Create role] (ロールを作成) の順に選
択します。

9. [Select trusted entity] (信頼されたエンティティの選択) で、[AWS のサービス] を選択します。
10. [Amazon Redshift] サービスを選択して、このロールを引き受けます。
11. サービスのユースケースに [Redshift - Customizable] (Redshift – カスタマイズ可能) を選択します。そ

の後、[Next] (次へ) を選択します。
12. 作成した許可ポリシーである RedshiftLakeFormationPolicy を検索して、リスト内のそのポリ

シー名の横にあるチェックボックスをオンにします。
13. [Next: Tags] (次のステップ: タグ) を選択します。
14. [Next: Review] (次のステップ: レビュー) を選択します。
15. [Role name] (ロール名) に名前 RedshiftLakeFormationRole を入力します。
16. (オプション) [Role description] (ロールの説明) に、新しいロールの説明を入力します。
17. ロールを確認してから、[Create role] (ロールを作成) を選択します。

Lake Formation データベース内でクエリされるテーブルに対する Select 許可を付与します。

1. Lake Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/) を開きます。データレイ
ク管理者としてサインインします。
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2. ナビゲーションペインの [Permissions] (許可) で [Data lake permissions] (データレイクの許可) を選択
して、[Grant] (付与) を選択します。

3. 以下の情報を指定します。

• [IAM users and roles] (IAM ユーザーおよびロール) には、作成した IAM ロールである
RedshiftLakeFormationRole を選択します。Amazon Redshift クエリエディタを実行するとき
は、データに対する許可にこの IAM ロールが使用されます。

• [Database] (データベース) で、lakeformation_tutorial を選択します。

テーブルのリストが表示されます。
• [Table] (テーブル) には、クエリするデータソース内のテーブルを選択します。
• [Select] (選択) テーブル許可をオンにします。

4. [Grant] (付与) を選択します。

Amazon Redshift Spectrum をセットアップしてクエリを実行する

1. Amazon Redshift コンソール (https://console.aws.amazon.com/redshift ) を開きます。ユーザー
Administrator としてサインインします。

2. [Create cluster] (クラスターを作成) を選択します。
3. [Create cluster] (クラスターを作成) ページで、[Cluster identifier] (クラスター識別子) に redshift-

lakeformation-demo を入力します。
4. [Node type] (ノードの種類) には、[dc2.large] を選択します。
5. スクロールダウンして、[Database configurations] (データベース設定) で、これらのパラメータを入

力、または受け入れます。

• [Admin user name] (管理者ユーザー名): awsuser
• [Admin user password] (管理者ユーザーパスワード): (Choose a password)

6. [Cluster permissions] (クラスターの許可) を展開し、[Available IAM roles] (利用可能な IAM ロール) 
で [RedshiftLakeFormationRole] を選択します。次に、[Add IAM role] (IAM ロールを追加) を選択しま
す。

7. デフォルト値である 5439 とは異なるポートを使用する必要がある場合は、[Additional configurations]
(追加設定) の横にある [Use defaults] (デフォルトを使用) オプションをオフにします。[Database 
configurations] (データベース設定) のセクションを展開し、新しい [Database port] (データベースポー
ト) 番号を入力します。

8. [Create cluster] (クラスターを作成) を選択します。

[Clusters] (クラスター) ページがロードされます。
9. クラスターのステータスが [Available] (利用可能) になるまで待ちます。更新アイコンを定期的に選択

します。
10. クラスターに対してクエリを実行する許可をデータアナリストに付与します。これには、以下のス

テップを実行します。

a. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開き、Administrator ユーザーとし
てサインインします。

b. ナビゲーションペインで [Users] (ユーザー) を選択し、ユーザー datalake_user に以下のマ
ネージドポリシーをアタッチします。

• AmazonRedshiftQueryEditor

• AmazonRedshiftReadOnlyAccess

11. Amazon Redshift のコンソールからサインアウトし、ユーザー datalake_user として再度サインイ
ンします。
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12. 左にある垂直ツールバーで [Query Editor] (クエリエディタ) アイコンを選択してクエリエディタを開
き、クラスターに接続します。[Connect to database] (データベースに接続) ダイアログボックスが表
示されたら、クラスター名 redshift-lakeformation-demo を選択し、作成したデータベース名
dev、ユーザー名 awsuser、およびパスワードを入力します。[Connect to database] (データベース
に接続) を選択します。

Note

接続パラメータのプロンプトが表示されず、クエリエディタで別のクラスターがすでに選択
されている場合は、[Change Connection] (接続を変更) を選択して、[Connect to database]
(データベースに接続) ダイアログボックスを開きます。

13. 新しい [Query 1] (クエリ 1) テキストボックスに以下のステートメントを入力して実行し、Lake 
Formation のデータベース lakeformation_tutorial を Amazon Redshift スキーマ名
redshift_jdbc にマップします。

Important

<account-id> は有効な AWS アカウント番号に、<region> は有効な AWS リージョン名 
(us-east-1 など) に置き換えてください。

create external schema if not exists redshift_jdbc from DATA CATALOG 
 database 'lakeformation_tutorial' iam_role 'arn:aws:iam::<account-id>:role/
RedshiftLakeFormationRole' region '<region>';

14. [Select schema] (スキーマの選択) にあるスキーマリストで、[redshift_jdbc] を選択します。

テーブルのリストが表示されます。クエリエディタには、Lake Formation データレイク許可が付与さ
れたテーブルのみが表示されます。

15. テーブル名の横にあるポップアップメニューで、[Preview data] (データをプレビュー) を選択します。

Amazon Redshift は最初の 10 行を返します。

これで、許可を持っているテーブルと列に対してクエリを実行できるようになりました。

ステップ 13: Amazon Redshift Spectrum を使用して 
Lake Formation 許可を付与または取り消す
Amazon Redshift は、変更された SQL ステートメントを使用してデータベースとテーブルに対する Lake 
Formation 許可の付与と取り消しを実行する機能をサポートします。これらのステートメントは、既存の 
Amazon Redshift ステートメントに似ています。詳細については、「Amazon Redshift データベースデベ
ロッパーガイド」の「GRANT」および「REVOKE」を参照してください。

Lake Formation でのオープンテーブルストレージ
フォーマットのアクセス許可の設定

AWS Lake Formation は、Apache Iceberg、Apache Hudi、Linux 基盤の Delta Lake などのオープンテーブ
ルフォーマット (OTF) のアクセス許可管理をサポートします。このチュートリアルでは、AWS Glue を使
用して AWS Glue Data Catalog にシンボリックリンクマニフェストテーブルを持つ Iceberg、Hudi、Delta 
Lake を作成し、Lake Formation を使用してきめ細かいアクセス許可を設定し、Amazon Athena を使用し
てデータをクエリする方法を学びます。
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AWS Lake Formation デベロッパーガイド
対象者

Note

AWS 分析サービスは、すべてのトランザクションテーブル形式をサポートしているわけではあり
ません。詳細については、「他の AWS サービスでの使用 (p. 314)」を参照してください。

このチュートリアルには、クイックセットアップ用の AWS CloudFormation テンプレートが含まれていま
す。このテンプレートを参照し、ニーズに合わせてカスタマイズできます。

トピック
• 対象者 (p. 51)
• 前提条件 (p. 51)
• ステップ 1: リソースをプロビジョニングする (p. 52)
• ステップ 2: Iceberg テーブルのアクセス許可をセットアップする (p. 53)
• ステップ 3: Hudi テーブルのアクセス許可をセットアップする (p. 58)
• ステップ 4: Delta Lake テーブルのアクセス許可をセットアップする (p. 59)
• ステップ 5: AWS のリソースをクリーンアップする (p. 61)

対象者
このチュートリアルは、IAM 管理者、データレイク管理者、ビジネスアナリストを対象としています。次
の表は、このチュートリアルで Lake Formation による管理対象テーブルの作成に使用するロールのリスト
です。

ロール 説明

IAM 管理者 IAM ユーザーおよびロール、Amazon S3 バケッ
トを作成できるユーザー。AWS マネージドポリ
シーとして AdministratorAccess を持ってい
ます。

データレイク管理者 Data Catalog へのアクセス、データベースの作
成、および他のユーザーへの Lake Formation 許
可の付与を実行できるユーザー。IAM 許可の数は 
IAM 管理者よりも少ないですが、データレイクを
管理するには十分な許可を持っています。

ビジネスアナリスト データレイクに対してクエリを実行できるユー
ザー。クエリを実行するために十分な許可のみを
持っています。

前提条件
このチュートリアルを開始する前に、適切な許可を付与されたユーザーとしてサインインできる AWS ア
カウント が必要です。詳細については、AWS アカウントにサインアップする (p. 6) および 管理ユーザー
を作成する (p. 7) を参照してください。

このチュートリアルでは、ユーザーが IAM のロールおよびポリシーに精通していることを前提としていま
す。IAM については、「IAM ユーザーガイド」を参照してください。

このチュートリアルを完了するには、以下の AWS リソースをセットアップする必要があります。

• データレイク管理ユーザー
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AWS Lake Formation デベロッパーガイド
ステップ 1: リソースをプロビジョニングする

• Lake Formation データレイクの設定
• Amazon Athena エンジンバージョン 3

データレイク管理者を作成するには

1. Lake Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/) に管理者ユーザーとして
サインインします。このチュートリアルでは、米国東部 (バージニア北部) リージョンでリソースを作
成しています。

2. ナビゲーションペインの Lake Formation コンソールの [許可] で [管理ロールとタスク] を選択しま
す。

3. [データレイク管理者] で [管理者を選択] を選択します。
4. ポップアップウィンドウの [データレイク管理者の管理] の [IAM ユーザーとロール] で、[IAM 管理者

ユーザー] を選択します。
5. [Save (保存)] を選択します。

データレイク設定を有効にするには

1. Lake Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/) を開きます。ナビゲー
ションペインの [Data catalog] で [Settings] (設定) を選択します。次のチェックを外します。

• 新しいデータベースには IAM アクセスコントロールのみを使用する。
• 新しいデータベース内の新しいテーブルには IAM アクセスコントロールのみを使用する。

2. [クロスアカウントバージョン設定] で、クロスアカウントバージョンとして [バージョン 3] を選択し
ます。

3. [Save (保存)] を選択します。

Amazon Athena エンジンをバージョン 3 にアップグレードするには

1. https://console.aws.amazon.com/athena/ で Athena コンソールを開きます。
2. [ワークグループ] を選択し、プライマリワークグループを選択します。
3. ワークグループのバージョンが 3 以上であることを確認してください。そうでない場合は、ワーク

グループを編集し、[クエリエンジンのアップグレード] で [手動] を選択し、バージョン 3 を選択しま
す。

4. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

ステップ 1: リソースをプロビジョニングする
このセクションでは、AWS CloudFormation テンプレートを使用して AWS リソースをセットアップする
方法を説明します。

AWS CloudFormation テンプレートを使用したリソースの作成するには

1. 米国東部 (バージニア北部) リージョンの IAM 管理者として、AWS CloudFormation コンソール 
(https://console.aws.amazon.com/cloudformation) にサインインします。

2. [Launch Stack] (スタックの起動) を選択します。
3. [Create Stack] (スタックの作成) 画面で、[Next] (次へ) を選択します。
4. [Stack name] (スタック名) を入力します。
5. [Next] (次へ) をクリックします。
6. 次のページで、[Next] (次へ) を選択します。
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AWS Lake Formation デベロッパーガイド
ステップ 2: Iceberg テーブルの

アクセス許可をセットアップする

7. 最終ページで詳細を確認し、[I acknowledge that AWS CloudFormation might create IAM resources]
(CloudFormation によって IAM リソースが作成される場合があることを承認します) を選択します。

8. [Create] (作成) を選択します。

スタックの作成には、最大 2 分かかる場合があります。

クラウドフォーメーションスタックを起動すると、以下のリソースが作成されます。

• lf-otf-datalake-123456789012 – データを保存する Amazon S3 バケット

Note

Amazon S3 バケット名に追加されたアカウント ID は、アカウント ID に置き換えられます。
• lf-otf-tutorial-123456789012 – クエリ結果と AWS Glue ジョブスクリプトを保存する Amazon S3 バケッ

ト
• licebergdb – AWS Glue Iceberg データベース
• lfhudidb – AWS Glue Hudi データベース
• lfdeltadb – AWS Glue Delta データベース
• native-iceberg-create – Data Catalog に Iceberg テーブルを作成する AWS Glue ジョブ
• native-hudi-create – Data Catalog に Hudi テーブルを作成する AWS Glue ジョブ
• native-delta-create – Data Catalog に Delta テーブルを作成する AWS Glue ジョブ
• LF-OTF-GlueServiceRole – AWS Glue ジョブを実行するために渡す IAM ロール。このロールに

は、Data Catalog、Amazon S3 バケットなどのリソースにアクセスするために必要なポリシーがアタッ
チされています。

• LF-OTF-RegisterRole – Amazon S3 ロケーションを Lake Formation に登録するための IAM ロール。こ
のロールには、LF-Data-Lake-Storage-Policy が関連付けられています。

• lf-consumer-analystuser – Athena を使用してデータをクエリする IAM ユーザー
• lf-consumer-analystuser-credentials – AWS Secrets Manager に保存されているデータアナリストユー

ザーのパスワード

スタックの作成が完了したら、出力タブに移動して、次の値を書き留めます。

• AthenaQueryResultLocation – Athena クエリ出力の Amazon S3 ロケーション
• BusinessAnalystUserCredentials – データアナリストユーザーのパスワード

パスワード値を取得するには:
1. Secrets Manager コンソールに移動して、lf-consumer-analystuser-credentials 値を選択し

ます。
2. [シークレット値] セクションで、[シークレット値の取得] を選択します。
3. パスワードのシークレット値を書き留めておきます。

ステップ 2: Iceberg テーブルのアクセス許可をセット
アップする
このセクションでは、AWS Glue Data Catalog で Iceberg テーブルを作成する方法、AWS Lake Formation 
でデータアクセス許可を設定する方法、Amazon Athena を使用してデータをクエリする方法を学びます。

Iceberg テーブルを作成するには

このステップでは、Data Catalog に Iceberg トランザクションテーブルを作成する AWS Glue ジョブを実
行します。
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ステップ 2: Iceberg テーブルの

アクセス許可をセットアップする

1. データレイク管理者ユーザーとして、米国東部 (バージニア北部) リージョンの https:// 
console.aws.amazon.com/glue/ で AWS Glue 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、[ジョブ] を選択します。
3. native-iceberg-create を選択します。

4. [アクション] で [ジョブの編集] を選択します。
5. [ジョブの詳細] で [詳細プロパティ] を展開し、[Hive メタストアとして AWS Glue Data Catalog を使

用] の横にあるチェックボックスをオンにして、テーブルメタデータを AWS Glue Data Catalog に追
加します。これにより、ジョブで使用される Data Catalog リソースのメタストアとして AWS Glue 
Data Catalog が指定され、Lake Formation のアクセス許可を後で Data Catalog に適用できるように
なります。

6. [Save (保存)] を選択します。
7. [Run (実行)] を選択します。実行中、ジョブのステータスを表示できます。

AWS Glue ジョブの実行についての詳細は、「AWS Glue デベロッパーガイド」の「AWS Glue コン
ソールでのジョブの使用」を参照してください。

このジョブは、lficebergdb データベースに product という名前を付けた Iceberg テーブルを作成
します。Lake Formation コンソールの製品テーブルを確認してください。

データロケーションを Lake Formation に登録するには

次に、Amazon S3 パスをデータレイクのロケーションとして登録します。

1. Lake Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/) をデータレイク管理者
ユーザーとして開きます。

2. ナビゲーションペインの [登録および取り込み] で [データレイクのロケーション] を選択します。
3. コンソールの右上で、[ロケーションを登録] を選択します。
4. [ロケーションを登録] ページで、次のように入力します。
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AWS Lake Formation デベロッパーガイド
ステップ 2: Iceberg テーブルの

アクセス許可をセットアップする

• [Amazon S3 パス] – [ブラウズ] を選択して lf-otf-datalake-123456789012 を選択しま
す。Amazon S3 ルートロケーションの横にある右矢印 (>) をクリックして、s3/buckets/lf-
otf-datalake-123456789012/transactionaldata/native-iceberg ロケーションに移動
します。

• [IAM ロール] – IAM ロールとして LF-OTF-RegisterRole を選択します。
• [Register location] (ロケーションを登録) を選択します。

データロケーションを Lake Formation へ登録する方法の詳細については、「データレイクへの 
Amazon S3 ロケーションの追加 (p. 109)」を参照してください。

Iceberg テーブルで Lake Formation の権限を付与するには

このステップでは、ビジネスアナリストユーザーにデータレイクのアクセス許可を付与します。

1. [データレイクのアクセス許可] で、[付与] を選択します。
2. [データのアクセス許可の付与] 画面で、[IAM ユーザーとロール] を選択します。
3. ドロップダウンリストから [lf-consumer-analystuser] を選択します。
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ステップ 2: Iceberg テーブルの

アクセス許可をセットアップする

4. [名前付きの Data Catalog リソース] を選択します。
5. [データベース] には lficebergdb を選択します。
6. [Tables] (テーブル) には product を選択します。

7. 次に、列を指定して列ベースのアクセスを許可できます。

a. [テーブル許可] には [選択] を選択します。
b. [データのアクセス許可] で [列ベースのアクセス] を選択し、[列を含める] を選択します。
c. product_name、price、category 列を選択します。
d. [Grant] (付与) を選択します。
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ステップ 2: Iceberg テーブルの

アクセス許可をセットアップする

Athena を使用して Iceberg テーブルをクエリするには

ここで Athena を使用し、作成した Iceberg テーブルに対するクエリを開始します。Athena でクエリを初
めて実行する場合は、クエリ結果の場所を設定する必要があります。詳細については、「クエリ結果の場
所の指定」を参照してください。

1. データレイク管理者ユーザーとしてログアウトし、AWS CloudFormation 出力で前述したパスワード
を使用して米国東部 (バージニア北部) リージョンで lf-consumer-analystuser としてログインし
ます。

2. https://console.aws.amazon.com/athena/ で Athena コンソールを開きます。
3. [設定] を選択し、[管理] を選択します。
4. [クエリ結果のロケーション] ボックスで、AWS CloudFormation 出力に作成したバケットへのパスを

入力します。AthenaQueryResultLocation (s3://lf-otf-tutorial-123456789012/athena-results/) の値
をコピーして、[保存] を選択します。

5. 次のクエリを実行して、Iceberg テーブルに保存されている 10 個のレコードをプレビューします。
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ステップ 3: Hudi テーブルのア
クセス許可をセットアップする

select * from lficebergdb.product limit 10;

Athena を使用して Iceberg テーブルをクエリする方法の詳細については、「Amazon Athena ユー
ザーガイド」の「Iceberg テーブルへのクエリ」を参照してください。

ステップ 3: Hudi テーブルのアクセス許可をセット
アップする
このセクションでは、AWS Glue Data Catalog で Hudi テーブルを作成する方法、AWS Lake Formation で
データのアクセス許可を設定する方法、Amazon Athena を使用してデータをクエリする方法を学びます。

Hudi テーブルを作成するには

このステップでは、Data Catalog に Hudi トランザクションテーブルを作成する AWS Glue ジョブを実行
します。

1. 米国東部 (バージニア北部) リージョンの https://console.aws.amazon.com/glue/ で AWS Glue コン
ソールを開きます。

データレイク管理ユーザーとして開きます。
2. 左側のナビゲーションペインで、[ジョブ] を選択します。
3. native-hudi-create を選択します。
4. [アクション] で [ジョブの編集] を選択します。
5. [ジョブの詳細] で [詳細プロパティ] を展開し、[Hive メタストアとして AWS Glue Data Catalog を使

用] の横にあるチェックボックスをオンにして、テーブルメタデータを AWS Glue Data Catalog に追
加します。これにより、ジョブで使用される Data Catalog リソースのメタストアとして AWS Glue 
Data Catalog が指定され、Lake Formation のアクセス許可を後で Data Catalog に適用できるように
なります。

6. [Save (保存)] を選択します。
7. [Run (実行)] を選択します。実行中、ジョブのステータスを表示できます。

AWS Glue ジョブの実行についての詳細は、「AWS Glue デベロッパーガイド」の「AWS Glue コン
ソールでのジョブの使用」を参照してください。

このジョブは、データベース:lfhudidb に Hudi(cow) テーブルを作成します。Lake Formation コンソー
ルの product テーブルを確認してください。

データロケーションを Lake Formation に登録するには

次に、Amazon S3 パスをデータレイクのルートロケーションとして登録します。

1. Lake Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/) をデータレイク管理者
ユーザーとして開きます。

2. ナビゲーションペインの [登録および取り込み] で [データレイクのロケーション] を選択します。
3. コンソールの右上で、[ロケーションを登録] を選択します。
4. [ロケーションを登録] ページで、次のように入力します。

• [Amazon S3 パス] – [ブラウズ] を選択して lf-otf-datalake-123456789012 を選択しま
す。Amazon S3 ルートロケーションの横にある右矢印 (>) をクリックして、s3/buckets/lf-
otf-datalake-123456789012/transactionaldata/native-hudi ロケーションに移動しま
す。

• [IAM ロール] – IAM ロールとして LF-OTF-RegisterRole を選択します。
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AWS Lake Formation デベロッパーガイド
ステップ 4: Delta Lake テーブルの
アクセス許可をセットアップする

• [Register location] (ロケーションを登録) を選択します。

Hudi テーブルでデータレイクのアクセス許可を付与するには

このステップでは、ビジネスアナリストユーザーにデータレイクのアクセス許可を付与します。

1. [データレイクのアクセス許可] で、[付与] を選択します。
2. [データのアクセス許可の付与] 画面で、[IAM ユーザーとロール] を選択します。
3. ドロップダウンから lf-consumer-analystuser。
4. [名前付きのデータカタログリソース] を選択します。
5. [データベース] には lfhudidb を選択します。
6. [Tables] (テーブル) には product を選択します。
7. 次に、列を指定して列ベースのアクセスを許可できます。

a. [テーブル許可] には [選択] を選択します。
b. [データのアクセス許可] で [列ベースのアクセス] を選択し、[列を含める] を選択します。
c. product_name、price、category 列を選択します。
d. [Grant] (付与) を選択します。

Athena を使用して Hudi テーブルをクエリするには

ここで Athena を使用し、作成した Hudi テーブルに対するクエリを開始します。Athena でクエリを初め
て実行する場合は、クエリ結果の場所を設定する必要があります。詳細については、「クエリ結果の場所
の指定」を参照してください。

1. データレイク管理者ユーザーとしてログアウトし、AWS CloudFormation 出力で前述したパスワード
を使用して米国東部 (バージニア北部) リージョンで lf-consumer-analystuser としてログインし
ます。

2. https://console.aws.amazon.com/athena/ で Athena コンソールを開きます。
3. [設定] を選択し、[管理] を選択します。
4. [クエリ結果のロケーション] ボックスで、AWS CloudFormation 出力に作成したバケットへのパスを

入力します。AthenaQueryResultLocation (s3://lf-otf-tutorial-123456789012/athena-results/) の値
をコピーして、[保存] します。

5. 次のクエリを実行して、Hudi テーブルに保存されている 10 個のレコードをプレビューします。

select * from lfhudidb.product limit 10;

Hudi テーブルをクエリする方法の詳細については、「Amazon Athena ユーザーガイド」の「Hudi 
テーブルのクエリ」を参照してください。

ステップ 4: Delta Lake テーブルのアクセス許可を
セットアップする
このセクションでは、AWS Glue Data Catalog でシンボリックリンクマニフェストファイルによる Delta 
Lake テーブルを作成する方法、AWS Lake Formation でデータのアクセス許可を設定する方法、Amazon 
Athena を使用してデータをクエリする方法を学びます。

Delta Lake テーブルを作成するには

このステップでは、Data Catalog に Delta Lake トランザクションテーブルを作成する AWS Glue ジョブ
を実行します。
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ステップ 4: Delta Lake テーブルの
アクセス許可をセットアップする

1. 米国東部 (バージニア北部) リージョンの https://console.aws.amazon.com/glue/ で AWS Glue コン
ソールを

データレイク管理ユーザーとして開きます。
2. 左側のナビゲーションペインで、[ジョブ] を選択します。
3. native-delta-create を選択します。
4. [アクション] で [ジョブの編集] を選択します。
5. [ジョブの詳細] で [詳細プロパティ] を展開し、[Hive メタストアとして AWS Glue Data Catalog を使

用] の横にあるチェックボックスをオンにして、テーブルメタデータを AWS Glue Data Catalog に追
加します。これにより、ジョブで使用される Data Catalog リソースのメタストアとして AWS Glue 
Data Catalog が指定され、Lake Formation のアクセス許可を後で Data Catalog に適用できるように
なります。

6. [Save (保存)] を選択します。
7. [アクション] で [実行] を選択します。

このジョブは、lfdeltadb データベースに product という名前を付けた Delta Lake テーブルを作
成します。Lake Formation コンソールの product テーブルを確認してください。

データロケーションを Lake Formation に登録するには

次に、Amazon S3 パスをデータレイクのルートロケーションとして登録します。

1. Lake Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/) をデータレイク管理者
ユーザーとして開きます。

2. ナビゲーションペインの [登録および取り込み] で [データレイクのロケーション] を選択します。
3. コンソールの右上で、[ロケーションを登録] を選択します。
4. [ロケーションを登録] ページで、次のように入力します。

• [Amazon S3 パス] – [ブラウズ] を選択して lf-otf-datalake-123456789012 を選択しま
す。Amazon S3 ルートロケーションの横にある右矢印 (>) をクリックして、s3/buckets/lf-
otf-datalake-123456789012/transactionaldata/native-delta ロケーションに移動し
ます。

• [IAM ロール] – IAM ロールとして LF-OTF-RegisterRole を選択します。
• [Register location] (ロケーションを登録) を選択します。

Delta Lake テーブルでデータレイクのアクセス許可を付与するには

このステップでは、ビジネスアナリストユーザーにデータレイクのアクセス許可を付与します。

1. [データレイクのアクセス許可] で、[付与] を選択します。
2. [データのアクセス許可の付与] 画面で、[IAM ユーザーとロール] を選択します。
3. ドロップダウンから lf-consumer-analystuser。
4. [名前付きのデータカタログリソース] を選択します。
5. [データベース] には lfdeltadb を選択します。
6. [Tables] (テーブル) には product を選択します。
7. 次に、列を指定して列ベースのアクセスを許可できます。

a. [テーブル許可] には [選択] を選択します。
b. [データのアクセス許可] で [列ベースのアクセス] を選択し、[列を含める] を選択します。
c. product_name、price、category 列を選択します。
d. [Grant] (付与) を選択します。
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ステップ 5: AWS のリソースをクリーンアップする

Athena を使用した Delta Lake テーブルをクエリするには

ここで Athena を使用し、作成した Delta Lake テーブルに対するクエリを開始します。Athena でクエリを
初めて実行する場合は、クエリ結果の場所を設定する必要があります。詳細については、「クエリ結果の
場所の指定」を参照してください。

1. データレイク管理者ユーザーとしてログアウトし、AWS CloudFormation 出力で前述したパスワード
を使用して米国東部 (バージニア北部) リージョンで BusinessAnalystUser としてログインしま
す。

2. https://console.aws.amazon.com/athena/ で Athena コンソールを開きます。
3. [設定] を選択し、[管理] を選択します。
4. [クエリ結果のロケーション] ボックスで、AWS CloudFormation 出力に作成したバケットへのパスを

入力します。AthenaQueryResultLocation (s3://lf-otf-tutorial-123456789012/athena-results/) の値
をコピーして、[保存] します。

5. 次のクエリを実行して、Delta Lake テーブルに保存されている 10 個のレコードをプレビューしま
す。

select * from lfdeltadb.product limit 10;

Delta Lake テーブルをクエリする方法の詳細については、「Amazon Athena ユーザーガイド」の
「Delta Lake テーブルのクエリ」を参照してください。

ステップ 5: AWS のリソースをクリーンアップする
リソースをクリーンアップするには

AWS アカウントへの不要な請求が発生しないように、このチュートリアルで使用した AWS リソースを削
除できます。

1. IAM 管理者として、AWS CloudFormation コンソール (https://console.aws.amazon.com/
cloudformation) にサインインします。

2. CloudFormation スタックを削除します。作成したテーブルは、スタックと共に自動的に削除されま
す。

Lake Formation のタグベースのアクセスコント
ロールを使用したデータレイクの管理

何千ものお客様が AWS でペタバイト規模のデータレイクを構築しています。これらのお客様の多く
は、AWS Lake Formation を使用して簡単にデータレイクを構築し、組織全体で共有しています。テーブ
ルとユーザーの数が増えるに従って、データスチュワードや管理者は、大規模なデータレイクに対する許
可を容易に管理する方法を模索しています。Lake Formation のタグベースのアクセスコントロール (LF-
TBAC) は、データスチュワードが (データの分類とオントロジーに基づいて) LF タグを作成し、これをリ
ソースにアタッチできるようにすることで、この問題を解決します。

LF-TBAC は、属性に基づいて許可を定義する認可戦略です。これらの属性は、Lake Formation で LF タ
グと呼ばれています。LF タグは、Data Catalog リソースと Lake Formation プリンシパルにアタッチで
きます。データレイク管理者は、LF タグを使用して、Lake Formation リソースに対する許可を割り当
てたり取り消したりできます。詳細については、「Lake Formation のタグベースのアクセスコントロー
ル (p. 224)」を参照してください。。

このチュートリアルでは、AWS のパブリックデータセットを使用して Lake Formation のタグベースのア
クセスコントロールポリシーを作成する方法を示します。さらに、Lake Formation のタグベースのアク
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対象者

セスポリシーが関連付けられているテーブル、データベース、列に対してクエリを実行する方法も示しま
す。

LF-TBAC は、以下のユースケースに使用できます。

• データレイク管理者がアクセス権を付与する必要があるテーブルやプリンシパルが多数ある
• オントロジーに基づいてデータを分類し、分類に基づいて許可を付与したい
• データレイク管理者が、疎結合方式で許可を動的に割り当てることを希望している

LF-TBAC を使用して許可を設定するための高レベルのステップを以下に示します。

1. データスチュワードが、Confidential および Sensitive の 2 つの LF タグを使用してタグオン
トロジーを定義します。Confidential=True のデータは、アクセスコントロールが厳しくなりま
す。Sensitive=True のデータは、アナリストによる特定の分析を必要とします。

2. データスチュワードは、複数の異なる許可レベルをデータエンジニアに割り当てることで、LF タグが
異なる複数のテーブルを構築します。

3. データエンジニアは、tag_database および col_tag_database の 2 つのデータベースを
構築します。tag_database 内のすべてのテーブルには Confidential=True が設定され
ます。col_tag_database 内のすべてのテーブルには Confidential=False が設定され
ます。col_tag_database 内のテーブルにある一部の列には、特定の分析ニーズに応じて
Sensitive=True がタグ付けされます。

4. データエンジニアは、特定の式条件 
(Confidential=True、Confidential=False、Sensitive=True) を持つテーブルに対する読み取
り許可をアナリストに付与します。

5. この設定により、データアナリストは適切なデータを使用した分析の実行に集中できます。

トピック
• 対象者 (p. 62)
• 前提条件 (p. 63)
• ステップ 1: リソースをプロビジョニングする (p. 63)
• ステップ 2: データのロケーションを登録し、LF タグオントロジーを作成して、許可を付与す

る (p. 64)
• ステップ 3: Lake Formation のデータベースを作成する (p. 67)
• ステップ 4: テーブルの許可を付与する (p. 75)
• ステップ 5: Amazon Athena でクエリを実行して許可を検証する (p. 76)
• ステップ 6: AWS リソースをクリーンアップする (p. 77)

対象者

このチュートリアルは、データスチュワード、データエンジニア、データアナリストを対象としていま
す。AWS Glue Data Catalog の管理と Lake Formation での許可の管理に関して、プロデューサーアカウ
ント内のデータスチュワードは、サポートする機能に応じて機能の所有権を持ち、さまざまなコンシュー
マー、外部組織、アカウントにアクセス権を付与できます。

次の表は、このチュートリアルで使用しているロールのリストです。

ロール 説明

データスチュワード (管理者) lf-data-steward ユーザーには以下のアクセス
権があります。
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前提条件

ロール 説明
• Data Catalog 内のすべてのリソースに対する読

み取りアクセス権
• LF-タグを作成し、データエンジニアロールに関

連付けて、他のプリンシパルに許可を付与でき
る

データエンジニア lf-data-engineer ユーザーには以下のアクセス
権があります。

• Data Catalog 内のすべてのリソースに対する完
全な読み取り、書き込み、更新のアクセス権

• データレイクでのデータのロケーションの許可
• LF タグの関連付けと、Data Catalog への関連付

けができる
• LF タグをリソースにアタッチし、データスチュ

ワードが作成したポリシーに基づいてプリンシ
パルにアクセス権を提供できる

データアナリスト lf-data-analyst ユーザーには以下のアクセス
権があります。

• Lake Formation のタグベースのアクセスポリ
シーで共有されるリソースへのきめ細かなアク
セス権

前提条件
このチュートリアルを開始する前に、適切なアクセス許可を持つ管理ユーザーとしてサインインする
ために使用できる AWS アカウント が必要です。詳細については、「AWS の初期設定タスクを完了す
る (p. 6)」を参照してください。

このチュートリアルでは、ユーザーが IAM に精通していることを前提としています。IAM については、
「IAM ユーザーガイド」を参照してください。

ステップ 1: リソースをプロビジョニングする
このチュートリアルには、クイックセットアップ用の AWS CloudFormation テンプレートが含まれていま
す。このテンプレートを参照し、ニーズに合わせてカスタマイズできます。テンプレートでは、この演習
を実行するための 3 つの異なるロール (対象者 (p. 62) を参照) を作成し、nyc-taxi-data データセットを
ローカル Amazon S3 バケットにコピーします。

• Amazon S3 バケット
• 適切な Lake Formation 設定
• 適切な Amazon EC2 リソース
• 認証情報を持つ 3 つの IAM ロール

リソースを作成する

1. 米国東部 (バージニア北部) リージョンで AWS CloudFormation コンソール (https://
console.aws.amazon.com/cloudformation) にサインインします。

2. [Launch Stack] (スタックの起動) を選択します。
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ステップ 2: データのロケーションを登録し、LF 
タグオントロジーを作成して、許可を付与する

3. [Next] (次へ) を選択します。
4. [User Configuration] (ユーザーの設定) セクションで、3 つのロール 

(DataStewardUserPassword、DataEngineerUserPassword、DataAnalystUserPassword) 
のパスワードを入力します。

5. 最終ページで詳細を確認し、[I acknowledge that AWS CloudFormation might create IAM resources]
(CloudFormation によって IAM リソースが作成される場合があることを承認します) を選択します。

6. [Create] (作成) を選択します。

スタックの作成には、最大 5 分かかる場合があります。

Note

チュートリアルを完了したら、料金が引き続き発生しないように AWS CloudFormation でスタッ
クを削除できます。スタックのイベントステータスで、リソースが正常に削除されていることを
確認してください。

ステップ 2: データのロケーションを登録し、LF タグ
オントロジーを作成して、許可を付与する
このステップでは、データスチュワードユーザーが 2 つの LF タグ (Confidential と Sensitive) を使
用してタグオントロジーを定義し、新しく作成した LF タグをリソースにアタッチすることを特定の IAM 
プリンシパルに許可します。

データのロケーションを登録し、LF タグオントロジーを定義する

1. データスチュワードユーザー (lf-data-steward) として最初のステップを実行し、Lake Formation 
で Amazon S3 と Data Catalog のデータを検証します。

a. AWS CloudFormation スタックのデプロイ時に使用したパスワードを使用して lf-data-
steward として Lake Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/) に
サインインします。

b. ナビゲーションペインの [Permissions] (許可) で、[Administrative roles and tasks] (管理ロールお
よびタスク) を選択します。

c. [IAM user and roles] (IAM ユーザーおよびロール) で、ユーザー lf-data-steward を選択しま
す。

d. [Save] (保存) を選択し、lf-data-steward を Lake Formation 管理者として追加します。
2. 次に、IAM ベースのアクセスコントロールではなく、Lake Formation の許可を使用してカタログリ

ソースを制御するように、Data Catalog 設定を更新します。

a. ナビゲーションペインの [Data catalog] で、[Settings] (設定) を選択します。
b. [Use only IAM access control for new databases] (新しいデータベースには IAM アクセスコント

ロールのみを使用する) チェックボックスをオフにします。
c. [Use only IAM access control for new tables in new databases] (新しいデータベース内の新しい

テーブルには IAM アクセスコントロールのみを使用する) チェックボックスをオフにします。
d. [Save] (保存) をクリックします。

3. 次に、データレイクのデータのロケーションを登録します。

a. ナビゲーションペインの [Register and ingest] (登録および取り込み) で [Data lake locations] (デー
タレイクのロケーション) を選択します。

b. [Amazon S3 path] (Amazon S3 パス) に「s3://lf-tagbased-demo-Account-ID」と入力し
ます。

c. [IAM role] (IAM ロール) は、デフォルト値 AWSServiceRoleForLakeFormationDataAccess
のままにします。
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ステップ 2: データのロケーションを登録し、LF 
タグオントロジーを作成して、許可を付与する

d. [Register location] (ロケーションを登録) を選択します。
4. 次に、LF タグを定義してオントロジーを作成します。

a. ナビゲーションペインの [Permissions] (許可) で、[Administrative roles] (管理ロール) の [LF-tags]
(LF タグ) を選択します。

b. [Add LF-tags] (LF タグを追加) を選択します。
c. [Key] (キー) に「Confidential」と入力します。
d. [Values] (値) で、True と False を追加します。
e. [Add LF-tag] (LF タグを追加) を選択します。
f. 同じステップを繰り返して、LF タグ Sensitive を作成し、値 True を使用します。

これで、この演習に必要なすべての LF タグを作成しました。

IAM ユーザーに許可を付与する

1. 次に、新しく作成した LF タグをリソースにアタッチすることを特定の IAM プリンシパルに許可しま
す。

a. ナビゲーションペインの [Permissions] (許可) で、[Administrative roles] (管理ロール) の [LF-tag 
permissions] (LF タグの許可) を選択します。

b. [Grant] (付与) を選択します。
c. [IAM users and roles] (IAM ユーザーおよびロール) を選択します。
d. [IAM user and roles] (IAM ユーザーおよびロール) で、lf-data-engineer ロールを選択しま

す。
e. [LF-tag permission scope] (LF タグの許可スコープ) で、キー Confidential と値

True/False、キー key Sensitive と値 True を追加します。
f. [Permissions] (許可) で、[LF-tag permissions] (LF タグの許可) と [Grantable permissions (付与可

能な許可) として [Describe] (記述) と [Associate] (関連付け) を選択します。
g. [Grant] (付与) を選択します。

2. 次に、Data Catalog と AWS CloudFormation で作成した基礎となる Amazon S3 バケットでデータ
ベースを作成する許可を lf-data-engineer に付与します。

a. ナビゲーションペインの [Permissions] (許可) で [Administrative roles] (管理ロール) を選択しま
す。

b. [Database creators] (データベース作成者) セクションで、[Grant] (付与) を選択します。
c. [IAM users and roles] (IAM ユーザーおよびロール) で、lf-data-engineer ロールを選択しま

す。
d. [Catalog permissions] (カタログの許可) で、[Create database] (データベースを作成) を選択しま

す。
e. [Grant] (付与) を選択します。

3. 次に、Amazon S3 バケット (s3://lf-tagbased-demo-Account-ID) に対する許可を lf-data-
engineer ユーザーに付与します。

a. ナビゲーションペインで [Data locations] (データのロケーション) を選択します。
b. [Grant] (付与) を選択します。
c. [My account] (マイアカウント) を選択します。
d. [IAM users and roles] (IAM ユーザーおよびロール) で、lf-data-engineer ロールを選択しま

す。
e. [Storage locations] (ストレージのロケーション) に、AWS CloudFormation テンプレート (s3://

lf-tagbased-demo-Account-ID) で作成した Amazon S3 バケットを入力します。
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f. [Grant] (付与) を選択します。
4. 次に、LF タグ式 Confidential=True に関連付けられているリソースに対する付与可能な許可とし

て lf-data-engineer を付与します。

a. ナビゲーションペインで、[Data Lake permissions] (データレイクの許可) を選択します。
b. [Grant] (付与) を選択します。
c. [IAM users and roles] (IAM ユーザーおよびロール) を選択します。
d. ロール lf-data-engineer を選択します。
e. [LF-tag or catalog resources] (LF タグまたはカタログリソース) で、[Resources matched by LF-

tags] (LF タグに一致するリソース) を選択します。
f. [Add LF-tag] (LF タグを追加) を選択します。
g. 値が True のキー Confidential を追加します。
h. [Database permissions] (データベースの許可) セクションで、[Database permissions and 

Grantable permissions] (データベースの許可と付与可能な許可) の [Describe] (記述) を選択しま
す。

i. [Table and column permissions] (テーブルと列の許可) セクションの [Table permissions] (テーブ
ルの許可) と [Grantable permissions] (付与可能な許可) の両方で、[Describe] (記述)、[Select] (選
択)、[Alter] (変更) を選択します。

j. [Grant] (付与) を選択します。
5. 次に、LF タグ式 Confidential=False に関連付けられているリソースに対する付与可能な許可と

して lf-data-engineer 付与します。

a. ナビゲーションペインで、[Data Lake permissions] (データレイクの許可) を選択します。
b. [Grant] (付与) を選択します。
c. [IAM users and roles] (IAM ユーザーおよびロール) を選択します。
d. ロール lf-data-engineer を選択します。
e. [Resources matched by LF-tags] (LF タグに一致するリソース) を選択します。
f. [Add LF-tag] (LF タグを追加) を選択します。
g. 値が False のキー Confidential を追加します。
h. [Database permissions] (データベースの許可) セクションで、[Database permissions] (データ

ベースの許可) と [Grantable permissions] (付与可能な許可) の [Describe] (記述) を選択します。
i. [Table and column permissions] (テーブルと列の許可) セクションでは、何も選択しません。
j. [Grant] (付与) を選択します。

6. 次に、LF タグ式 Confidential=False と Sensitive=True に関連付けられているリソースに対
する付与可能な許可として lf-data-engineer を付与します。

a. ナビゲーションペインで、[Data Lake permissions] (データレイクの許可) を選択します。
b. [Grant] (付与) を選択します。
c. [IAM users and roles] (IAM ユーザーおよびロール) を選択します。
d. ロール lf-data-engineer を選択します。
e. [Resources matched by LF-tags] (LF タグに一致するリソース) を選択します。
f. [Add LF-tag] (LF タグを追加) を選択します。
g. 値が False のキー Confidential を追加します。
h. [Add LF-tag] (LF タグを追加) を選択します。
i. 値が True のキー Sensitive を追加します。
j. [Database permissions] (データベースの許可) セクションで、[Database permissions] (データ

ベースの許可) と [Grantable permissions] (付与可能な許可) の [Describe] (記述) を選択します。
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k. [Table and column permissions] (テーブルと列の許可) セクションの [Table permissions] (テーブ
ルの許可) と [Grantable permissions] (付与可能な許可) の両方で、[Describe] (記述)、[Select] (選
択)、[Alter] (変更) を選択します。

l. [Grant] (付与) を選択します。

ステップ 3: Lake Formation のデータベースを作成す
る
このステップでは、2 つのデータベースを作成し、テスト目的でデータベースと特定の列に LF タグをア
タッチします。

データベースレベルのアクセス用にデータベースとテーブルを作成する

1. 最初に、データベース tag_database とテーブル source_data を作成し、適切な LF タグをア
タッチします。

a. Lake Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/) で、[Databases]
(データベース) を選択します。

b. [データベースの作成] を選択します。
c. [Name] (名前) に「tag_database」と入力します。
d. [Location] (ロケーション) に、AWS CloudFormation テンプレート (s3://lf-tagbased-

demo-Account-ID/tag_database/) で作成した Amazon S3 のロケーションを入力します。
e. [Use only IAM access control for new tables in this database] (このデータベース内の新しいテーブ

ルには IAM アクセスコントロールのみを使用する) を選択解除します。
f. [データベースの作成] を選択します。

2. 次に、tag_database 内に新しいテーブルを作成します。

a. [Databases] (データベース) ページで、データベース tag_database を選択します。
b. [View tables] (テーブルの表示) を選択し、[Create table] (テーブルを作成) をクリックします。
c. [Name] (名前) に「source_data」と入力します。
d. [Database] (データベース) で、データベース tag_database を選択します。
e. [Data is located in] (データの場所) で、[Specified path in my account] (自分のアカウントで指定し

たパス) を選択します。
f. [Include path] (パスを含める) で、AWS CloudFormation テンプレート (s3://lf-tagbased-

demoAccount-ID/tag_database/) で作成した tag_database へのパスを入力します。
g. [Data format] (データ形式) で、[CSV] を選択します。
h. [Upload schema] (スキーマのアップロード) で、次の JSON 配列の列構造を入力してスキーマを

作成します。

 [ 
               { 
                    "Name": "vendorid", 
                    "Type": "string" 
               }, 
               { 
                    "Name": "lpep_pickup_datetime", 
                    "Type": "string"                     
               }, 
               { 
                    "Name": "lpep_dropoff_datetime", 
                    "Type": "string"   
               
               }, 
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                  { 
                    "Name": "store_and_fwd_flag", 
                    "Type": "string"                                 
               }, 
                  { 
                    "Name": "ratecodeid", 
                    "Type": "string"                    
                     
               }, 
                  { 
                    "Name": "pulocationid", 
                    "Type": "string"                    
                     
               }, 
               { 
                    "Name": "dolocationid", 
                    "Type": "string"                    
                     
               }, 
                  { 
                    "Name": "passenger_count", 
                    "Type": "string"                    
                     
               }, 
               { 
                    "Name": "trip_distance", 
                    "Type": "string"                     
                     
               },  
                  { 
                    "Name": "fare_amount", 
                    "Type": "string"                    
                     
               }, 
               { 
                    "Name": "extra", 
                    "Type": "string"                    
                     
               }, 
                  { 
                    "Name": "mta_tax", 
                    "Type": "string"                     
                     
               }, 
               { 
                    "Name": "tip_amount", 
                    "Type": "string"                    
                     
               }, 
                  { 
                    "Name": "tolls_amount", 
                    "Type": "string"                    
                     
               }, 
               { 
                    "Name": "ehail_fee", 
                    "Type": "string"                     
                     
               },  
               { 
                    "Name": "improvement_surcharge", 
                    "Type": "string"                    
                     
               }, 
               { 
                    "Name": "total_amount", 

68



AWS Lake Formation デベロッパーガイド
ステップ 3: Lake Formation のデータベースを作成する

                    "Type": "string"                     
                     
               }, 
               { 
                    "Name": "payment_type", 
                    "Type": "string"                     
                     
               } 
 ]             

i. [Upload] (アップロード) を選択します。スキーマをアップロードすると、テーブルスキーマは次
のスクリーンショットのようになります。
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j. [Submit] (送信) を選択します。
3. 次に、データベースレベルで LF タグをアタッチします。

a. [Databases] (データベース) ページで、tag_database を見つけて選択します。
b. [Actions] (アクション) メニューで、[Edit LF-tags] (LF タグの編集) を選択します。
c. [Assign new LF-tag] (新しい LF タグを割り当てる) を選択します。
d. [Assigned keys] (割り当てられたキー) で、以前に作成した Confidential LF-tag を選択しま

す。
e. [Values] (値) で、True を選択します。
f. [Save] (保存) を選択します。

これで、tag_database データベースへの LF タグの割り当ては完了です。

列レベルのアクセス用にデータベースとテーブルを作成する

以下のステップを繰り返して、データベース col_tag_database とテーブル source_data_col_lvl
を作成し、列レベルで LF タグをアタッチします。

1. [Databases] (データベース) ページで、[Create database] (データベースを作成) を選択します。
2. [Name] (名前) に「col_tag_database」と入力します。
3. [Location] (ロケーション) に、AWS CloudFormation テンプレート (s3://lf-tagbased-

demo-Account-ID/col_tag_database/) で作成した Amazon S3 のロケーションを入力します。
4. [Use only IAM access control for new tables in this database] (このデータベース内の新しいテーブルに

は IAM アクセスコントロールのみを使用する) を選択解除します。
5. [データベースの作成] を選択します。
6. [Databases] (データベース) ページで、新しいデータベース (col_tag_database) を選択します。
7. [View tables] (テーブルの表示) を選択し、[Create table] (テーブルを作成) をクリックします。
8. [Name] (名前) に「source_data_col_lvl」と入力します。
9. [Database] (データベース) で、新しいデータベース (col_tag_database) を選択します。
10. [Data is located in] (データの場所) で、[Specified path in my account] (自分のアカウントで指定したパ

ス) を選択します。
11. col_tag_database (s3://lf-tagbased-demo-Account-ID/col_tag_database/) に 

Amazon S3 パスを入力します。
12. [Data format] (データ形式) で、CSV を選択します。
13. Upload schema の下に、次のスキーマ JSON を入力します。

[ 
               { 
                    "Name": "vendorid", 
                    "Type": "string" 
                     
                     
               }, 
               { 
                    "Name": "lpep_pickup_datetime", 
                    "Type": "string" 
                     
                     
               }, 
               { 
                    "Name": "lpep_dropoff_datetime", 
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                    "Type": "string" 
                     
                     
               }, 
                  { 
                    "Name": "store_and_fwd_flag", 
                    "Type": "string" 
                     
                     
               }, 
                  { 
                    "Name": "ratecodeid", 
                    "Type": "string" 
                     
                     
               }, 
                  { 
                    "Name": "pulocationid", 
                    "Type": "string" 
                     
                     
               }, 
               { 
                    "Name": "dolocationid", 
                    "Type": "string" 
                     
                     
               }, 
                  { 
                    "Name": "passenger_count", 
                    "Type": "string" 
                     
                     
               }, 
               { 
                    "Name": "trip_distance", 
                    "Type": "string" 
                     
                     
               },  
                  { 
                    "Name": "fare_amount", 
                    "Type": "string" 
                     
                     
               }, 
               { 
                    "Name": "extra", 
                    "Type": "string" 
                     
                     
               }, 
                  { 
                    "Name": "mta_tax", 
                    "Type": "string" 
                     
                     
               }, 
               { 
                    "Name": "tip_amount", 
                    "Type": "string" 
                     
                     
               }, 
                  { 
                    "Name": "tolls_amount", 
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                    "Type": "string" 
                     
                     
               }, 
               { 
                    "Name": "ehail_fee", 
                    "Type": "string" 
                     
                     
               },  
               { 
                    "Name": "improvement_surcharge", 
                    "Type": "string" 
                     
                     
               }, 
               { 
                    "Name": "total_amount", 
                    "Type": "string" 
                     
                     
               }, 
               { 
                    "Name": "payment_type", 
                    "Type": "string" 
                     
                     
               }
]   

14. Upload を選択します。スキーマをアップロードすると、テーブルスキーマは次のスクリーンショッ
トのようになります。
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15. [Submit] (送信) を選択して、テーブルの作成を完了します。
16. 次に、Sensitive=True LF タグを列 vendorid および fare_amount に関連付けます。

a. [Tables] (テーブル) ページで、(source_data_col_lvl) で作成したテーブルを選択します。
b. [Actions] (アクション) メニューで、[Schema] (スキーマ) を選択します。
c. 列 vendorid を選択し、[Edit LF-tags] (LF タグの編集) を選択します。
d. [Assigned keys] (割り当てられたキー) で、[Sensitive] (機密) を選択します。
e. [Values] (値) で、True を選択します。
f. [Save] (保存) を選択します。

17. 次に、Confidential=False LF タグを col_tag_database に関連付けます。これは、Athena か
らログインしたときに、lf-data-analyst がデータベース col_tag_database を記述できるよう
にするために必要です。

a. [Databases] (データベース) ページで、col_tag_database を見つけて選択します。
b. [Actions] (アクション) メニューで、[Edit LF-tags] (LF タグの編集) を選択します。
c. [Assign new LF-tag] (新しい LF タグを割り当てる) を選択します。
d. [Assigned keys] (割り当てられたキー) で、以前に作成した Confidential LF タグを選択しま

す。
e. [Values] (値) で、False を選択します。
f. [Save] (保存) を選択します。

ステップ 4: テーブルの許可を付与する
LF タグ Confidential および Sensitive を使用して、データベース tag_database とテーブル
col_tag_database の使用許可をデータアナリストに付与します。

1. LF-タグ Confidential=True (データベース: tag_database) に関連付けられたオブジェクトに対す
る許可を lf-data-analyst ユーザーに付与し、ユーザーがデータベースを Describe (記述) して
テーブルを Select (選択) できるようにするには、以下のステップに従います。

a. Lake Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/) に lf-data-
engineer としてサインインします。

b. [Permissions] (許可) ページで、[Data Permissions] (データの許可) を選択します。
c. [Grant] (付与) を選択します。
d. [Principals] (プリンシパル) で、[IAM users and roles] (IAM ユーザーおよびロール) を選択しま

す。
e. [IAM user and roles] (IAM ユーザーおよびロール) で、lf-data-analyst を選択します。
f. [Resources matched by LF-tags] (LF タグに一致するリソース) を選択します。
g. [Add LF-Tag] (LF タグを追加) を選択します。
h. [Key] (キー) で、Confidential を選択します。
i. [Values] (値) で、True を選択します。
j. [Database permissions] (データベースの許可) で、Describe を選択します。
k. [Table permissions] (テーブルの許可) で、[Select] (選択) と [Describe] (記述) を選択します。
l. [Grant] (付与) を選択します。

2. 次に、同じステップを繰り返して、Confidential=False の LF タグ式に対する許可をデータアナ
ストに付与します。この LF タグは、Amazon Athena から lf-data-analyst としてログインした
ときに、col_tag_database とテーブル source_data_col_lvl を記述するために使用します。

a. Lake Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/) に lf-data-
engineer としてサインインします。75
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b. [Databases] (データベース) ページで、データベース col_tag_database を選択します。
c. [Actions] (アクション)、[Grant] (付与) の順に選択します。
d. [Principals] (プリンシパル) で、[IAM users and roles] (IAM ユーザーおよびロール) を選択しま

す。
e. [IAM user and roles] (IAM ユーザーおよびロール) で、lf-data-analyst を選択します。
f. [Resources matched by LF-tags] (LF タグに一致するリソース) を選択します。
g. [Add LF-Tag] (LF タグを追加) を選択します。
h. [Key] (キー) で、Confidential を選択します。
i. [Values] (値) で、False を選択します。
j. [Database permissions] (データベースの許可) で、Describe を選択します。
k. [Table permissions] (テーブルの許可) では、何も選択しません。
l. [Grant] (付与) を選択します。

3. 次に、同じステップを繰り返して、Confidential=False と Sensitive=True の LF タグ式に対
する許可をデータアナストに付与します。この LF タグは、Amazon Athena から lf-data-analyst
としてログインしたときに、col_tag_database とテーブル source_data_col_lvl (列レベル) 
を記述するために使用します。

a. Lake Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/) に lf-data-
engineer としてサインインします。

b. [Databases] (データベース) ページで、データベース col_tag_database を選択します。
c. [Actions] (アクション)、[Grant] (付与) の順に選択します。
d. [Principals] (プリンシパル) で、[IAM users and roles] (IAM ユーザーおよびロール) を選択しま

す。
e. [IAM user and roles] (IAM ユーザーおよびロール) で、lf-data-analyst を選択します。
f. [Resources matched by LF-tags] (LF タグに一致するリソース) を選択します。
g. [Add LF-Tag] (LF タグを追加) を選択します。
h. [Key] (キー) で、Confidential を選択します。
i. [Values] (値) で、False を選択します。
j. [Add LF-tag] (LF タグを追加) を選択します。
k. [Key] (キー) で、Sensitive を選択します。
l. [Values] (値) で、True を選択します。
m. [Database permissions] (データベースの許可) で、Describe を選択します。
n. [Table permissions] (テーブルの許可) で、Select と Describe を選択します。
o. [Grant] (付与) を選択します。

ステップ 5: Amazon Athena でクエリを実行して許可
を検証する
このステップでは、Amazon Athena を使用して 2 つのテーブル (source_data and 
source_data_col_lvl) に対して SELECT クエリを実行します。クエリ結果の場所 (s3://lf-
tagbased-demo-Account-ID/athena-results/) として Amazon S3 パスを使用します。

1. Athena コンソール (https://console.aws.amazon.com/athena/) に lf-data-analyst としてサインイ
ンします。

2. Athena クエリエディタの左側のパネルで、tag_database を選択します。
3. source_data の横にある追加のメニューオプションアイコン (縦の 3 つのドット) を選択

し、[Preview table] (テーブルのプレビュー) を選択します。76
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4. [Run query] (クエリの実行) を選択します。

クエリの実行には数分かかることがあります。このクエリでは、すべての列が出力に表示されま
す。LF タグがデータベースレベルで関連付けられていて、source_data テーブルはデータベース
tag_database から LF-tag を自動的に継承しているためです。

5. col_tag_database と source_data_col_lvl を使用して別のクエリを実行します。

2 番目のクエリは、Non-Confidential および Sensitive としてタグ付けされた 2 つの列を返し
ます。

6. また、ポリシーの許可を持たない列に対する Lake Formation のタグベースのアクセスポリシーの
動作を確認することもできます。テーブル source_data_col_lvl からタグなしの列を選択する
と、Athena はエラーを返します。例えば、次のクエリを実行すると、タグなしの列 geolocationid
が選択されます。

SELECT geolocationid FROM "col_tag_database"."source_data_col_lvl" limit 10;

ステップ 6: AWS リソースをクリーンアップする
AWS アカウントへの不要な請求が発生しないように、このチュートリアルで使用した AWS リソースを削
除できます。

1. Lake Formation コンソールに lf-data-engineer としてサインインし、データベース
tag_database および col_tag_database を削除します。

2. 次に、lf-data-steward としてサインインし、上で lf-data-engineer および lf-data-
analyst. に対して付与したすべての LF タグの許可、データの許可、データのロケーションの許
可を消去します。

3. AWS CloudFormation スタックのデプロイに使用した IAM 認証情報を使用して、アカウント所有者と
して Amazon S3 コンソールにサインインします。

4. 以下のバケットを削除します。

• lf-tagbased-demo-accesslogs-acct-id
• lf-tagbased-demo-acct-id

5. AWS CloudFormation コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudformation) にサインインし、
作成したスタックを削除します。スタックステータスが DELETE_COMPLETE に変わるまで待ちます。

行レベルのアクセスコントロールによるデータレイ
クの保護

AWS Lake Formation の行レベルのアクセスコントロールを使用すると、データコンプライアンスおよび
ガバナンスポリシーに基づいて、テーブル内の特定の行へのアクセスを提供できます。数十億のレコー
ドを格納する大きなテーブルがある場合、さまざまなユーザーやチームがアクセスして表示できるデータ
を、許可した範囲に限定する方法が必要です。行レベルのアクセスコントロールは、データを保護すると
ともに、ジョブの実行に必要なデータへのアクセス許可をユーザーに付与するシンプルでパフォーマンス
の高い方法です。Lake Formation は、一元的な監査とコンプライアンスレポートを通じて、どのプリンシ
パルが、どのデータに、いつ、どのサービスを通じてアクセスしたかを特定します。

このチュートリアルでは、Lake Formation での行レベルのアクセスコントロールの仕組みと設定方法につ
いて説明します。

このチュートリアルには、必要なリソースをすばやく設定するための AWS CloudFormation テンプレート
が含まれています。このテンプレートを参照し、ニーズに合わせてカスタマイズできます。
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トピック
• 対象者 (p. 78)
• 前提条件 (p. 78)
• ステップ 1: リソースをプロビジョニングする (p. 79)
• ステップ 2: データフィルターなしでクエリを実行する (p. 80)
• ステップ 3: データフィルターを設定し、許可を付与する (p. 84)
• ステップ 4: データフィルターを使用してクエリを実行する (p. 85)
• ステップ 5: AWS のリソースをクリーンアップする (p. 87)

対象者
このチュートリアルは、データスチュワード、データエンジニア、データアナリストを対象としていま
す。次の表は、データ所有者とデータコンシューマーのロールと責任を示しています。

ロール 説明

IAM 管理者 ユーザーおよびロール、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケットを作成できる
ユーザー。AWS マネージドポリシーとして
AdministratorAccess を持っています。

データレイク管理者 データレイクの設定、データフィルターの作成、
およびデータアナリストへの許可の付与を担当す
るユーザー。

データアナリスト データレイクに対してクエリを実行できるユー
ザー。複数の異なる国 (このユースケースの場合は
日本と米国) に居住するデータアナリストは、自国
の顧客の製品レビューのみを分析でき、コンプラ
イアンス上の理由から、他国の顧客のデータを表
示することはできません。

前提条件
このチュートリアルを開始する前に、適切なアクセス許可を持つ管理ユーザーとしてサインインする
ために使用できる AWS アカウント が必要です。詳細については、「AWS の初期設定タスクを完了す
る (p. 6)」を参照してください。

このチュートリアルでは、ユーザーが IAM に精通していることを前提としています。IAM については、
「IAM ユーザーガイド」を参照してください。

Lake Formation 設定を変更する

Important

AWS CloudFormation テンプレートを起動する前に、以下のステップに従って、Lake Formation 
でオプション [Use only IAM access control for new databases/tables] (新しいデータベース/テー
ブルには IAM アクセスコントロールのみを使用する) を無効にします。

1. 米国東部 (バージニア北部) リージョンまたは米国西部 (オレゴン) リージョンで、Lake Formation コ
ンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/) にサインインします。

2. [Data Catalog] で、[Settings] (設定) を選択します。
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3. [Use only IAM access control for new databases] (新しいデータベースには IAM アクセスコントロール
のみを使用する) と [Use only IAM access control for new tables in new databases] (新しいデータベー
ス内の新しいテーブルには IAM アクセスコントロールのみを使用する) を選択解除します。

4. [Save] (保存) を選択します。

ステップ 1: リソースをプロビジョニングする
このチュートリアルには、クイックセットアップ用の AWS CloudFormation テンプレートが含まれていま
す。このテンプレートを参照し、ニーズに合わせてカスタマイズできます。AWS CloudFormation テンプ
レートによって以下のリソースが生成されます。

• ユーザーおよびポリシー (以下のロール向け):
• DataLakeAdmin
• DataAnalystUS
• DataAnalystJP

• Lake Formation データレイクの設定と許可
• サンプルデータファイルをパブリックの Amazon S3 バケットからユーザーの Amazon S3 バケットにコ

ピーするために使用する Lambda 関数 (Lambda を利用する AWS CloudFormation カスタムリソース)
• データレイクとして機能する Amazon S3 バケット
• AWS Glue Data Catalog データベース、テーブル、パーティション

リソースを作成する

AWS CloudFormation テンプレートを使用してリソースを作成するには、以下のステップに従います。

1. 米国東部 (バージニア北部) リージョンで AWS CloudFormation コンソール (https://
console.aws.amazon.com/cloudformation) にサインインします。

2. [Launch Stack] (スタックの起動) を選択します。
3. [Create Stack] (スタックの作成) 画面で、[Next] (次へ) を選択します。
4. [Stack name] (スタック名) を入力します。
5. [DataLakeAdminUserName] と [DataLakeAdminUserPassword] に、データレイク管理者ユーザーとし

て自分の IAM ユーザーネームおよびパスワードを入力します。
6. [DataAnalystUsUserName] と [DataAnalystUsUserPassword] に、米国マーケットプレイスを担当する

データアナリストとして指定するユーザーのユーザーネームとパスワードを入力します。
7. [DataAnalystJpUserName] と [DataAnalystJpUserPassword] に、日本マーケットプレイスを担当する

データアナリストとして指定するユーザーのユーザーネームとパスワードを入力します。
8. [DataLakeBucketName] に、データバケットの名前を入力します。
9. [DatabaseName] と [TableName] は、デフォルトのままにします。
10. [Next] (次へ) を選択します。
11. 次のページで、[Next] (次へ) を選択します。
12. 最終ページで詳細を確認し、[I acknowledge that AWS CloudFormation might create IAM resources]

(CloudFormation によって IAM リソースが作成される場合があることを承認します) を選択します。
13. [Create] (作成) を選択します。

スタックの作成が完了するまでに 1 分かかる場合があります。

79

https://console.aws.amazon.com/cloudformation/
https://console.aws.amazon.com/cloudformation/
https://console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=us-east-1#/stacks/new?stackName=lakeformation-row-security;templateURL=https://aws-bigdata-blog.s3.amazonaws.com/artifacts/lakeformation_row_security/lakeformation_tutorial_row_security.yaml


AWS Lake Formation デベロッパーガイド
ステップ 2: データフィルターなしでクエリを実行する

ステップ 2: データフィルターなしでクエリを実行す
る
環境の設定後に、製品レビューテーブルに対してクエリを実行できます。まず、行レベルのアクセスコン
トロールなしでテーブルにクエリを実行し、データが表示されることを確認します。Amazon Athena でク
エリを初めて実行する場合は、クエリ結果の場所を設定する必要があります。

行レベルのアクセスコントロールなしでテーブルに対してクエリを実行する

1. DatalakeAdmin ユーザーとして Athena コンソール (https://console.aws.amazon.com/athena/) にサ
インインし、次のクエリを実行します。

SELECT *  
FROM lakeformation_tutorial_row_security.amazon_reviews
LIMIT 10         

次のスクリーンショットは、クエリ結果を示しています。このテーブルのパーティションは 1 つ 
(product_category=Video) のみであるため、各レコードは動画製品のレビューコメントを示しま
す。
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2. 次に、集計クエリを実行して、marketplace あたりのレコードの総数を取得します。

SELECT marketplace, count(*) as total_count
FROM lakeformation_tutorial_row_security.amazon_reviews
GROUP BY marketplace

次のスクリーンショットは、クエリ結果を示しています。marketplace 列には 5 つの異なる値があ
ります。以降のステップでは、marketplace 列を使用して行ベースのフィルターをセットアップし
ます。
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ステップ 3: データフィルターを設定し、許可を付与
する
このチュートリアルでは、2 人のデータアナリストを使用します。1 人は米国マーケットプレイス、もう 1 
人は日本マーケットプレイスを担当しています。各アナリストは Athena を使用して、各担当マーケット
プレイスのみのカスタマーレビューを分析します。2 つの異なるデータフィルターを作成します。1 つは
米国マーケットプレイスを担当するアナリスト用、もう 1 つは日本マーケットプレイスを担当するアナリ
スト用です。次に、アナリストにそれぞれの許可を付与します。

データフィルターを作成して許可を付与する

1. US marketplace データへのアクセスを制限するためのフィルターを作成します。

a. 米国東部 (バージニア北部) リージョンで DatalakeAdmin ユーザーとして Lake Formation コン
ソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/) にサインインします。

b. [Data filters] (データフィルター) を選択します。
c. [Create new filter] (新しいフィルターの作成) を選択します。
d. [Data filter name] (データフィルター名) に、「amazon_reviews_US」と入力します。
e. [Target database] (ターゲットデータベース) で、データベース

lakeformation_tutorial_row_security を選択します。
f. [Target table] (ターゲットテーブル) で、テーブル amazon_reviews を選択します。
g. [Column-level access] (列レベルのアクセス) は、デフォルトのままにします。
h. [Row filter expression] (行フィルター式) に「marketplace='US'」と入力します。
i. [Create filter] (フィルターを作成) を選択します。

2. 日本の marketplace データへのアクセスを制限するフィルターを作成します。

a. [Data filters] (データフィルター) ページで、[Create new filter] (新しいフィルターを作成) を選択し
ます。

b. [Data filter name] (データフィルター名) に、「amazon_reviews_JP」と入力します。
c. [Target database] (ターゲットデータベース) で、データベース

lakeformation_tutorial_row_security を選択します。
d. [Target table] (ターゲットテーブル) で、table amazon_reviews を選択します。
e. [Column-level access] (列レベルのアクセス) は、デフォルトのままにします。
f. [Row filter expression] (行フィルター式) に「marketplace='JP'」と入力します。
g. [Create filter] (フィルターを作成) を選択します。

3. 次に、これらのデータフィルターを使用して、データアナリストに許可を付与します。米国のデータ
アナリスト (DataAnalystUS) に許可を付与するには、以下のステップに従います。

a. [Permissions] (許可) で [Data lake permissions] (データレイクの許可) を選択します。
b. [Data permission] (データの許可) で、[Grant] (付与) を選択します。
c. [Principals] (プリンシパル) で、[IAM users and roles] (IAM ユーザーおよびロール)を選択し、ロー

ル DataAnalystUS を選択します。
d. [LF-tags or catalog resources] (LF タグまたはカタログリソース) で、[Named data catalog 

resources] (名前付きの Data Catalog リソース) を選択します。
e. [Database] (データベース) で、lakeformation_tutorial_row_security を選択します。
f. [Tables-optional] (テーブル-オプション) で、amazon_reviews を選択します。
g. [Data filters – optional] (データフィルター - オプション) で、amazon_reviews_US を選択しま

す。
h. [Data filter permissions] (データフィルターの許可) で、[Select] (選択) を選択します。
i. [Grant] (付与) を選択します。
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4. 日本のデータアナリスト (DataAnalystJP) に許可を付与するには、以下のステップに従います。

a. [Permissions] (許可) で、[Data lake permissions] (データレイクの許可) を選択します。
b. [Data permission] (データの許可) で、[Grant] (付与) を選択します。
c. [Principals] (プリンシパル) で、[IAM users and roles] (IAM ユーザーおよびロール)を選択し、ロー

ル DataAnalystJP を選択します。
d. [LF-tags or catalog resources] (LF タグまたはカタログリソース) で、[Named data catalog 

resources] (名前付きの Data Catalog リソース) を選択します。
e. [Database] (データベース) で、lakeformation_tutorial_row_security を選択します。
f. [Tables-optional] (テーブル-オプション) で、amazon_reviews を選択します。
g. [Data filters – optional] (データフィルター - オプション) で、amazon_reviews_JP を選択しま

す。
h. [Data filter permissions] (データフィルターの許可) で、[Select] (選択) を選択します。
i. [Grant] (付与) を選択します。

ステップ 4: データフィルターを使用してクエリを実
行する
製品レビューテーブルにデータフィルターをアタッチして、いくつかのクエリを実行し、Lake Formation 
で許可がどのように適用されるかを確認します。

1. Athena コンソール (https://console.aws.amazon.com/athena/) に DataAnalystUS ユーザーとしてサ
インインします。

2. 次のクエリを実行し、定義した行レベルの許可に基づいてフィルタリングされたレコードをいくつか
取得します。

SELECT *  
FROM lakeformation_tutorial_row_security.amazon_reviews
LIMIT 10        

次のスクリーンショットは、クエリ結果を示しています。
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3. 同様に、クエリを実行し、マーケットプレイスごとのレコードの総数をカウントします。

SELECT marketplace , count ( * ) as total_count
FROM lakeformation_tutorial_row_security .amazon_reviews
GROUP BY marketplace 

このクエリ結果には、結果内の marketplace US のみが表示されます。これは、ユーザーに許可さ
れた表示は、marketplace 列の値が US と等しい行のみであるためです。

4. DataAnalystJP ユーザーに切り替えて、同じクエリを実行します。

SELECT *  
FROM lakeformation_tutorial_row_security.amazon_reviews
LIMIT 10        

クエリ結果には、JP marketplace に属するレコードのみが表示されます。
5. クエリを実行し、marketplace あたりのレコードの総数をカウントします。

SELECT marketplace, count(*) as total_count
FROM lakeformation_tutorial_row_security.amazon_reviews
GROUP BY marketplace       

クエリ結果には、JP marketplace に属する行のみが表示されます。

ステップ 5: AWS のリソースをクリーンアップする
リソースをクリーンアップする

AWS アカウントへの不要な請求が発生しないように、このチュートリアルで使用した AWS リソースを削
除できます。

• Cloud Formation スタックを削除します。

Lake Formation のタグベースのアクセスコント
ロールと名前付きリソースを使用したデータレイク
の共有

このチュートリアルでは、どのように AWS Lake Formation を設定すれば、データベース全体をコピーす
ることなく、データレイク内に保存されたデータを複数の企業、組織、またはビジネスユニットと安全に
共有できるかを示します。Lake Formation のクロスアカウントアクセスコントロールを使用して、データ
ベースとテーブルを別の AWS アカウントと共有するには、次の 2 つのオプションがあります。

• Lake Formation のタグベースのアクセスコントロール (推奨)

Lake Formation のタグベースのアクセスコントロールは、属性に基づいて許可を定義する認可戦
略です。これらの属性は、Lake Formation で LF タグと呼ばれています。詳細については、「Lake 
Formation のタグベースのアクセスコントロールを使用したデータレイクの管理 (p. 61)」を参照して
ください。

• Lake Formation の名前付きリソース

Lake Formation の名前付きリソース方式は、リソースの許可を定義する認可戦略です。リソースには、
データベース、テーブル、列が含まれます。データレイク管理者は、Lake Formation のリソースに対す
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る許可を割り当てたり、取り消したりできます。詳細については、「Lake Formation でのクロスアカウ
ントデータ共有 (p. 189)」を参照してください。

データレイク管理者がリソースごとに許可を明示的に付与することを希望する場合は、名前付きリソー
スを使用することをお勧めします。名前付きリソース方式を使用して、Data Catalog リソースに対す
る Lake Formation の許可を外部アカウントに付与する場合、Lake Formation は AWS Resource Access 
Manager (AWS RAM) を使用してリソースを共有します。

トピック
• 対象者 (p. 88)
• プロデューサーアカウントで Lake Formation の Data Catalog 設定を構成する (p. 89)
• ステップ 1: AWS CloudFormation テンプレートを使用してリソースをプロビジョニングす

る (p. 92)
• ステップ 2: Lake Formation クロスアカウント共有の前提条件 (p. 93)
• ステップ 3: タグベースのアクセスコントロール方式を使用してクロスアカウント共有を実装す

る (p. 95)
• ステップ 4: 名前付きリソース方式を実装する (p. 100)
• ステップ 5: AWS のリソースをクリーンアップする (p. 102)

対象者

このチュートリアルは、データスチュワード、データエンジニア、データアナリストを対象としていま
す。AWS Glue からの Data Catalog テーブルの共有と Lake Formation での許可の管理に関して、プロ
デューサーアカウント内のデータスチュワードは、サポートする機能に応じて機能の所有権を持ち、さま
ざまなコンシューマー、外部組織、アカウントにアクセス権を付与できます。次の表は、このチュートリ
アルで使用するロールのリストです。

ロール 説明

DataLakeAdminProducer データレイク管理者 IAM ユーザーには、以下のア
クセス権があります。

• Data Catalog 内のすべてのリソースに対する完
全な読み取り、書き込み、更新のアクセス権

• リソースへの許可を付与できる
• 共有テーブルへのリソースリンクを作成できる
• LF タグをリソースにアタッチし、データスチュ

ワードが作成したポリシーに基づいてプリンシ
パルにアクセス権を付与できる

DataLakeAdminConsumer データレイク管理者 IAM ユーザーには、以下のア
クセス権があります。

• Data Catalog 内のすべてのリソースに対する完
全な読み取り、書き込み、更新のアクセス権

• リソースへの許可を付与できる
• 共有テーブルへのリソースリンクを作成できる
• LF タグをリソースにアタッチし、データスチュ

ワードが作成したポリシーに基づいてプリンシ
パルにアクセス権を付与できる
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ロール 説明

DataAnalyst DataAnalyst ユーザーには、以下のアクセス権があ
ります。

• Lake Formation のタグベースのアクセスポリ
シーまたは名前付きリソース方式を使用して共
有しているリソースへのきめ細かなアクセス権

プロデューサーアカウントで Lake Formation の Data 
Catalog 設定を構成する
このチュートリアルを開始する前に、適切なアクセス許可を持つ管理ユーザーとしてサインインする
ために使用できる AWS アカウント が必要です。詳細については、「AWS の初期設定タスクを完了す
る (p. 6)」を参照してください。

このチュートリアルでは、ユーザーが IAM に精通していることを前提としています。IAM については、
「IAM ユーザーガイド」を参照してください。

プロデューサーアカウントで Lake Formation の Data Catalog 設定を構成する

Note

このチュートリアルでは、ソーステーブルを持つアカウントをプロデューサーアカウントと呼
び、ソーステーブルにアクセスする必要があるアカウントをコンシューマーアカウントと呼びま
す。

Lake Formation には、独自の許可管理モデルがあります。IAM 許可モデルとの下位互換性を維持するた
めに、すべての既存の AWS Glue Data Catalog リソースに対する Super 許可がデフォルトでグループ
IAMAllowedPrincipals に付与されます。また、新しい Data Catalog リソースに対しては、[Use only 
IAM access control settings] (IAM アクセスコントロール設定のみを使用する) が有効になります。この
チュートリアルでは、きめ細かなアクセスコントロールには Lake Formation の許可を使用し、きめの粗い
アクセスコントロールには IAM ポリシーを使用します。詳細については、「細粒度のアクセスコントロー
ルのための方式 (p. 293)」を参照してください。したがって、AWS CloudFormation テンプレートをク
イックセットアップに使用する前に、プロデューサーアカウントで Lake Formation の Data Catalog 設定
を変更する必要があります。

Important

この設定は、新しく作成したすべてのデータベースとテーブルに影響するため、このチュートリ
アルは非運用アカウントまたは新しいアカウントで実行することを強くお勧めします。また、共
有アカウント (自社の開発アカウントなど) を使用している場合は、他のリソースに影響を与え
ないことを確認してください。デフォルトのセキュリティ設定を維持したい場合は、他のアカウ
ントとリソースを共有するときに追加のステップを実行し、データベースやテーブルに対するデ
フォルトの Super 許可を IAMAllowedPrincipals から取り消す必要があります。詳細につい
ては、このチュートリアルの後半で説明します。

プロデューサーアカウントで Lake Formation の Data Catalog 設定を構成するには、以下のステップを実
行します。

1. AWS Management Console にサインインします。この場合、プロデューサーアカウントを管理者ユー
ザーとして使用するか、Lake Formation の PutDataLakeSettings API 許可を持つユーザーとして
使用します。

2. Lake Formation コンソールのナビゲーションペインで、[Data Catalog] の [Settings] (設定) を選択しま
す。
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3. [Use only IAM access control for new databases] (新しいデータベースには IAM アクセスコントロール
のみを使用する) と [Use only IAM access control for new tables in new databases] (新しいデータベー
ス内の新しいテーブルには IAM アクセスコントロールのみを使用する) を選択解除します。

[Save] (保存) を選択します。
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さらに、[Administrative roles and tasks] (管理ロールおよびタスク) の [Database creators] (データ
ベース作成者) で、IAMAllowedPrincipals への CREATE_DATABASE 許可を削除できます。この後
にのみ、Lake Formation の許可を使用して誰が新しいデータベースを作成できるかを管理できます。

ステップ 1: AWS CloudFormation テンプレートを使用
してリソースをプロビジョニングする
プロデューサーアカウント用の CloudFormation テンプレートでは、以下のリソースを生成します。

• データレイクとなる Amazon S3 バケット。
• Lambda 関数 (Lambda を利用する AWS CloudFormation カスタムリソース用)。この関数を使用して、

パブリック Amazon S3 バケットからユーザーの Amazon S3 バケットにサンプルデータファイルをコ
ピーします。

• IAM ユーザーおよびポリシー: DataLakeAdminProducer。
• Lake Formation の適切な設定および許可 (以下を含む):

• プロデューサーアカウントで Lake Formation データレイク管理者を定義する
• Amazon S3 バケットを Lake Formation データレイクのロケーションとして登録する (プロデューサー

アカウント)
• AWS Glue Data Catalog データベース、テーブル、およびパーティション。AWS アカウント全体でのリ

ソース共有のオプションが 2 つあるため、このテンプレートではデータベースとテーブルのセットを 2 
つ別個に作成します。

コンシューマーアカウント用の AWS CloudFormation テンプレートでは、以下のリソースを生成します。

• IAM ユーザーおよびポリシー:
• DataLakeAdminConsumer
• DataAnalyst

• AWS Glue Data Catalog データベース。このデータベースを使用して、共有リソースへのリソースリン
クを作成します。

プロデューサーアカウントでリソースを作成する

1. 米国東部 (バージニア北部) リージョンで AWS CloudFormation コンソール (https://
console.aws.amazon.com/cloudformation) にサインインします。

2. [Launch Stack] (スタックの起動) を選択します。
3. [Next] (次へ) を選択します。
4. [Stack name] (スタック名) にスタック名 (stack-producer など) を入力します。
5. [User Configuration] (ユーザー設定) セクションで、[ProducerDatalakeAdminUserName] と 

[ProducerDatalakeAdminUserPassword] にユーザーネームとパスワードを入力します。
6. [DataLakeBucketName] に、データレイクバケットの名前を入力します。この名前はグローバルに一

意である必要があります。
7. [DatabaseName] と [TableName] は、デフォルト値のままにします。
8. [Next] (次へ) を選択します。
9. 次のページで、[Next] (次へ) を選択します。
10. 最終ページで詳細を確認し、[I acknowledge that AWS CloudFormation might create IAM resources]

(CloudFormation によって IAM リソースが作成される場合があることを承認します) を選択します。
11. [Create] (作成) を選択します。
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スタックの作成には、最大 1 分かかる場合があります。

コンシューマーアカウントでリソースを作成する

1. 米国東部 (バージニア北部) リージョンで AWS CloudFormation コンソール (https://
console.aws.amazon.com/cloudformation) にサインインします。

2. [Launch Stack] (スタックの起動) を選択します。
3. [Next] (次へ) を選択します。
4. [Stack name] (スタック名) にスタック名 (stack-consumer など) を入力します。
5. [User Configuration] (ユーザー設定) セクションで、[ConsumerDatalakeAdminUserName] と 

[ConsumerDatalakeAdminUserPassword] にユーザーネームとパスワードを入力します。
6. [DataAnalystUserName] と [DataAnalystUserPassword] に、データアナリスト IAM ユーザーを

指定するユーザーネームとパスワードを入力します。
7. [DataLakeBucketName] に、データレイクバケットの名前を入力します。この名前はグローバルに一

意である必要があります。
8. [DatabaseName] は、デフォルト値のままにします。
9. [AthenaQueryResultS3BucketName] に、Amazon Athena のクエリ結果を保存する Amazon S3 バ

ケットの名前を入力します。バケットがない場合は、Amazon S3 バケットを作成します。
10. [Next] (次へ) を選択します。
11. 次のページで、[Next] (次へ) を選択します。
12. 最終ページで詳細を確認し、[I acknowledge that AWS CloudFormation might create IAM resources]

(CloudFormation によって IAM リソースが作成される場合があることを承認します) を選択します。
13. [Create] (作成) を選択します。

スタックの作成には、最大 1 分かかる場合があります。

Note

チュートリアルを完了したら、AWS CloudFormation でスタックを削除し、追加の料金が発生し
ないようにします。リソースが正常に削除されたことをスタックのイベントステータスで確認し
ます。

ステップ 2: Lake Formation クロスアカウント共有の
前提条件
Lake Formation でリソースを共有する前に、タグベースのアクセスコントロール方式と名前付きリソース
方式の両方に関する前提条件があります。

タグベースのアクセスコントロールのクロスアカウント共有に関する前提条件を完了する

• タグベースのアクセスコントロール方式を使用してリソースへのクロスアカウントアクセス権を付与
する前に、プロデューザーアカウントで以下の JSON 許可オブジェクトを Data Catalog リソースポリ
シーに追加する必要があります。これにより、glue:EvaluatedByLakeFormationTags が true で
あると、Data Catalog へのアクセス許可がコンシューマーアカウントに付与されます。また、この条
件は、Lake Formation 許可タグを使用してリソースに対するアクセスをコンシューマーアカウントに
許可した場合にも true になります。このポリシーは、許可を付与する対象の AWS アカウントごとに
必要です。

次のポリシーは、Statement 要素内に配置する必要があります。IAM ポリシーの詳細については、
次のセクションで説明します。

93

https://console.aws.amazon.com/cloudformation/
https://console.aws.amazon.com/cloudformation/
https://aws-bigdata-blog.s3.amazonaws.com/artifacts/Securely_sharing_data_across_AWS_accounts_using_AWS_Lake_Formation/lakeformation_tutorial_cross_account_consumer.yaml
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/create-bucket-overview.html


AWS Lake Formation デベロッパーガイド
ステップ 2: Lake Formation ク
ロスアカウント共有の前提条件

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "glue:*" 
    ], 
    "Principal": { 
        "AWS": [ 
            "consumer-account-id" 
        ] 
    }, 
    "Resource": [ 
        "arn:aws:glue:region:account-id:table/*", 
        "arn:aws:glue:region:account-id:database/*", 
        "arn:aws:glue:region:account-id:catalog" 
    ], 
    "Condition": { 
        "Bool": { 
            "glue:EvaluatedByLakeFormationTags": true 
        } 
    }
} 
         

名前付きリソース方式のクロスアカウント共有に関する前提条件を完了する

1. アカウント内に Data Catalog リソースポリシーが存在しない場合、Lake Formation クロスアカウン
ト付与を行うと、付与は通常どおり続行されます。一方、Data Catalog リソースポリシーが存在し、
クロスアカウント付与に名前付きリソース方式を使用する場合、この付与を成功させるには、次のス
テートメントをポリシーに追加する必要があります。名前付きリソース方式またはタグベースのア
クセスコントロール方式のいずれかのみを使用する場合は、このステップをスキップできます。この
チュートリアルでは、両方の方式を評価するため、次のポリシーを追加する必要があります。

次のポリシーは、Statement 要素内に配置する必要があります。IAM ポリシーの詳細については、
次のセクションで説明します。

{ 
          "Effect": "Allow", 
          "Action": [ 
          "glue:ShareResource" 
          ], 
          "Principal": { 
            "Service":"ram.amazonaws.com" 
          }, 
          "Resource": [ 
              "arn:aws:glue:region:account-id:table/*/*", 
              "arn:aws:glue:region:account-id:database/*", 
              "arn:aws:glue:region:account-id:catalog" 
          ]
} 
         

2. 次に、AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して AWS Glue Data Catalog リソースポリ
シーを追加します。

タグベースのアクセスコントロール方式と名前付きリソース方式の両方を使用してクロスアカウ
ント許可を付与する場合は、上記のポリシーを追加するときに EnableHybrid 引数を「true」
に設定する必要があります。このオプションはコンソールでは現在サポートされていないた
め、glue:PutResourcePolicy APIとAWS CLI を使用する必要があります。
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まず、ポリシードキュメント (policy.json など) を作成し、上記の 2 つのポリシーを追加しま
す。consumer-account-id は付与を受ける AWS アカウントの##### ID に置き換えま
す。region は許可を付与する対象のデータベースとテーブルが含まれている Data Catalog のリー
ジョンに置き換え、account-id はプロデューサーの AWS アカウント ID に置き換えます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "ram.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": "glue:ShareResource", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:glue:region:account-id:table/*/*", 
                "arn:aws:glue:region:account-id:database/*", 
                "arn:aws:glue:region:account-id:catalog" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": "region:account-id" 
            }, 
            "Action": "glue:*", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:glue:region:account-id:table/*/*", 
                "arn:aws:glue:region:account-id:database/*", 
                "arn:aws:glue:region:account-id:catalog" 
            ], 
            "Condition": { 
                "Bool": { 
                    "glue:EvaluatedByLakeFormationTags": "true" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}         

次の AWS CLI コマンドを入力します。glue-resource-policy は、正しい値 (file://policy.json な
ど) に置き換えます。

aws glue put-resource-policy --policy-in-json glue-resource-policy --enable-hybrid TRUE

詳細については、「put-resource-policy」を参照してください。

ステップ 3: タグベースのアクセスコントロール方式
を使用してクロスアカウント共有を実装する
このセクションでは、以下の大まかなステップについて説明します。

1. LF タグを定義する
2. LF タグをターゲットリソースに割り当てる
3. LF タグの許可をコンシューマーアカウントに付与する
4. データの許可をコンシューマーアカウントに付与する
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5. (オプション) データベース、テーブル、列に対する許可を IAMAllowedPrincipals から取り消す
6. 共有テーブルへのリソースリンクを作成する
7. LF タグを作成してターゲットデータベースに割り当てる
8. LF タグのデータ許可をコンシューマーアカウントに付与する

LF タグを定義する

Note

プロデューサーアカウントにサインインしている場合は、サインアウトしてから以下のステップ
を開始してください。

1. データレイク管理者として、プロデューサーアカウント (https://console.aws.amazon.com/ 
lakeformation/) にサインインします。AWS CloudFormation のスタック作成時に指定したプロデュー
サーアカウント番号、IAM ユーザーネーム (デフォルトは DatalakeAdminProducer)、パスワード
を使用します。

2. Lake Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/) のナビゲーションペイ
ンで、[Permissions] (許可)、[Administrative roles and tasks] (管理ロールおよびタスク) の順に移動
し、[LF-tags] (LF タグ) を選択します。

3. [Add LF-tag] (LF タグを追加) を選択します。

LF タグをターゲットリソースに割り当てる

LF タグをターゲットリソースに割り当て、データの許可を別のアカウントに付与する

データレイク管理者は、タグをリソースにアタッチできます。別のロールを使用する場合は、describe (記
述) の許可と attach (アタッチ) の許可を別々のロールに付与する必要があります。

1. ナビゲーションペインの [Data Catalog] で、[Databases] (データベース) を選択します。
2. ターゲットデータベース (lakeformation_tutorial_cross_account_database_tbac) を選

択し、[Actions] (アクション) メニューの [Edit LF-tags] (LF タグの編集) を選択します。

このチュートリアルでは、データベースに LF タグを割り当てますが、テーブルおよび列に LF タグを
割り当てることもできます。

3. [Assign new LF-Tag] (新しい LF タグを割り当てる) を選択します。
4. 値が public の Confidentiality を追加します。
5. [Save] (保存) を選択します。

LF タグの許可をコンシューマーアカウントに付与する

プロデューサーアカウントで操作を続行し、LF タグへのアクセス許可をコンシューマーアカウントに付与
します。

1. ナビゲーションペインで、[Permissions] (許可)、[Administrative Roles and tasks] (管理ロールおよび
タスク)、[LF-tag permissions] (LF タグの許可) の順に移動し、[Grant] (付与) を選択します。

2. [Principals] (プリンシパル) で、[External accounts] (外部アカウント) を選択します。
3. ターゲットの AWS アカウント ID を入力します。

同じ組織内の AWS アカウントは自動的に表示されます。それ以外の場合は、AWS アカウント ID を
手動で入力する必要があります。このドキュメントの執筆時点では、Lake Formation のタグベースの
アクセスコントロールは、組織または組織単位に対する許可の付与をサポートしていません。

4. [LF-tags] (LF タグ) で、コンシューマーアカウントと共有する LF タグのキーと値 (キー
Confidentiality および 値 public) を選択します。
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5. [Permissions] (許可) で、[LF-tag permissions] (LF タグの許可) として [Describe] (記述) を選択しま
す。

LF タグの許可は、コンシューマーアカウントに付与される許可です。付与可能な許可は、コンシュー
マーアカウントが他のプリンシパルに付与できる許可です。

6. [Grant] (付与) を選択します。

この時点で、コンシューマーデータレイク管理者はコンシューマーアカウントで共有しているポリ
シータグを、Lake Formation コンソールで確認できるはずです ([Permissions] (許可)、[Administrative 
roles and tasks] (管理ロールおよびタスク)、[LF-tags] (LF タグ) の順に移動します)。

データの許可をコンシューマーアカウントに付与する

ここで、データへのアクセス権をコンシューマーアカウントに付与します。そのためには、LF タグ式を指
定し、この式に一致するテーブルまたはデータベースへのアクセス権をコンシューマーアカウントに付与
します。

1. ナビゲーションペインで、[Permissions] (許可)、[Data lake permissions] (データレイクの許可) の順に
移動し、[Grant] (付与) を選択します。

2. [Principals] (プリンシパル) で、[External accounts] (外部アカウント) を選択し、ターゲットの AWS 
アカウント ID を入力します。

3. [LF-tags or catalog resources] (LF タグまたはカタログリソース) で、コンシューマーアカウントと共
有する LF タグのキーおよび値 (キー Confidentiality および値 public) を選択します。

4. [Permissions] (許可) で、[Resources matched by LF-tags (recommended)] (LF タグに一致するリソー
ス (推奨)) の [Add LF-tag] (LF タグを追加) を選択します。

5. コンシューマーアカウントと共有するタグの キーおよび値 (キー Confidentiality および値
public) を選択します。

6. [Database permissions] (データベースの許可) で、[Database permissions] (データベースの許可) の
[Describe] (記述) を選択して、データベースレベルでアクセス許可を付与します。

7. コンシューマーデータレイク管理者は、コンシューマーアカウントで共有しているポリシータグを 
Lake Formation コンソールで確認できるはずです (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/ で
[Permissions] (許可)、[Administrative roles and tasks] (管理ロールおよびタスク)、[LF-tags] (LF タグ) 
の順に移動します)。

8. [Grantable permissions] (付与可能な許可) で [Describe] (記述) を選択し、コンシューマーアカウント
がそのユーザーに対してデータベースレベルの許可を付与できるようにします。

9. [Table and column permissions] (テーブルと列の許可) で [Select] (選択) を選択し、[Table 
permissions] (テーブルの許可) の [Describe] (記述) を選択します。

10. [Select] (選択) を選択し、[Grantable permissions] (付与可能な許可) で [Describe] (記述) を選択しま
す。

11. [Grant] (付与) を選択します。

(オプション) データベース、テーブル、列に対する許可を IAMAllowedPrincipals から取り消
す

このチュートリアルの最初に、Lake Formation の Data Catalog 設定を変更しました。その部分をスキップ
した場合は、このステップが必要です。Lake Formation の Data Catalog 設定を変更している場合は、この
ステップをスキップできます。

このステップでは、データベースまたはテーブルに対するデフォルトの Super 許可を
IAMAllowedPrincipals から取り消す必要があります。詳細については、「ステップ 4: データストア
を Lake Formation 許可モデルに切り替える (p. 27)」を参照してください。

IAMAllowedPrincipals の許可を取り消す前に、Lake Formation で既存の IAM プリンシパルに必要な
許可を付与していることを確認します。これには、以下の 3 つのステップを使用します。
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1. Lake Formation の GetDataAccess アクションを使用して IAM 許可をターゲットの IAM ユーザーま
たはロールに追加します (IAM ポリシーを使用)。

2. ターゲットの IAM ユーザーまたはロールに対して Lake Formation データの許可 (変更、選択など) を
付与します。

3. 次に、IAMAllowedPrincipals の許可を取り消します。上記のステップに従わない場
合、IAMAllowedPrincipals の許可を取り消した後では、既存の IAM プリンシパルからターゲット
データベースまたは Data Catalog にアクセスできなくなる可能性があります。

IAMAllowedPrincipals の Super 許可の取り消すが必要になるのは、Lake Formation 許可モデ
ルを (IAM ポリシーモデルの代わりに) 適用して、単一のアカウント内または複数のアカウント間で
ユーザーアクセスを管理する場合です。従来の IAM ポリシーモデルを維持する他のテーブルの場
合。IAMAllowedPrincipals の許可を取り消す必要はありません。

この時点で、コンシューマーアカウントのデータレイク管理者は、コンシューマーアカウントで共
有しているデータベースとテーブルを Lake Formation コンソールで確認できるはずです (https:// 
console.aws.amazon.com/lakeformation/ で [Data Catalog] (データカタログ)、[databases] (データ
ベース) の順に移動します)。確認できない場合は、以下が適切に設定されているかどうかをチェック
します。

1. 正しいポリシータグおよび値がターゲットデータベースおよびテーブルに割り当てられている。
2. 正しいタグの許可およびデータの許可がコンシューマーアカウントに割り当てられている。
3. データベースまたはテーブルに対するデフォルトの Super 許可を IAMAllowedPrincipals から

取り消している。

共有テーブルへのリソースリンクを作成する

リソースをアカウント間で共有すると、共有リソースはコンシューマーアカウントの Data Catalog に配置
されません。これらをアクセス可能にして、共有テーブルの基になるデータに対して Athena などのサー
ビスでクエリを実行するには、共有テーブルへのリソースリンクを作成する必要があります。リソースリ
ンクは、ローカルまたは共有のデータベースやテーブルへのリンクである Data Catalog オブジェクトで
す。詳細については、「リソースリンクの作成 (p. 146)」を参照してください。リソースリンクを作成す
ることで、以下のことができます。

• Data Catalog のリソース命名ポリシーに適合した別の名前をデータベースまたはテーブルに割り当て
る。

• Athena や Redshift Spectrum などのサービスを使用して、共有データベースやテーブルに対してクエリ
を実行する。

リソースリンクを作成するには、以下のステップを実行します。

1. コンシューマーアカウントにサインインしている場合は、サインアウトします。
2. コンシューマーアカウントのデータレイク管理者としてサインインします。AWS CloudFormation 

のスタック作成時に指定したコンシューマーアカウント ID、IAM ユーザーネーム (デフォルトは 
DataLakeAdminConsumer)、およびパスワードを使用します。

3. Lake Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/) のナビゲーショ
ンペインで、[Data Catalog]、[Databases] (データベース)の順に移動し、共有データベース
lakeformation_tutorial_cross_account_database_tbac を選択します。

データベースが表示されない場合は、上記の手順に戻り、すべてが正しく設定されているかどうかを
確認します。

4. [View details] (詳細の表示) を選択します。
5. 共有テーブル amazon_reviews_table_tbac を選択します。
6. [Actions] (アクション) メニューで、[Create resource link] (リソースリンクの作成) を選択します。

98

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


AWS Lake Formation デベロッパーガイド
ステップ 3: タグベースのアクセスコントロール
方式を使用してクロスアカウント共有を実装する

7. [Resource link name] (リソースリンク名) に名前 (このチュートリアルでは
amazon_reviews_table_tbac_resource_link) を入力します。

8. [Database] (データベース) で、リソースリンクを作成したデータベースを選択します (こ
のチュートリアルで AWS CloudFormation スタックによって作成したデータベースは
lakeformation_tutorial_cross_account_database_consumer です)。

9. [Create] (作成) を選択します。

リソースリンクが [Data Catalog] の [Tables] (テーブル) の下に表示されます。

LF タグを作成してターゲットデータベースに割り当てる

Lake Formation のタグは、リソースと同じ Data Catalog 内に存在します。つまり、プロデューサーアカ
ウントで作成したタグは、コンシューマーアカウントでリソースリンクへのアクセスを許可しても利用で
きません。コンシューマーアカウントでリソースリンクを共有する場合、LF タグベースのアクセスコント
ロールを使用するには、コンシューマアカウントで別個の LF タグのセットを作成する必要があります。

1. コンシューマアカウントで LF タグを定義します。このチュートリアルでは、キーとして Division
を使用し、値として sales、marketing、analyst を使用します。

2. LF タグのキー Division および値 analyst を、リソースリンクを作成したデータベース
lakeformation_tutorial_cross_account_database_consumer に割り当てます。

LF タグのデータ許可をコンシューマーに付与する

最後のステップとして、LF タグのデータ許可をコンシューマーに付与します。

1. ナビゲーションペインで、[Permissions] (許可)、[Data lake permissions] (データレイクの許可) の順に
移動し、[Grant](付与) を選択します。

2. [Principals] (プリンシパル) で、[IAM users and roles] (IAM ユーザーおよびロール)を選択し、ユーザー
DataAnalyst を選択します。

3. [LF-tags or catalog resources] (LF タグまたはカタログリソース) で、[Resources matched by LF-tags]
(LF タグに一致するリソース) (推奨) を選択します。

4. キーとして Divison、値として analyst を選択します。
5. [Database permissions] (データベースの許可) で、[Database permissions] (データベースの許可) の

[Describe] (記述) を選択します。
6. [Table and column permissions] (テーブルと列の許可) で、[Select] (選択) を選択し、[Table 

permissions] (テーブルの許可) の [Describe] (記述) を選択します。
7. [Grant] (付与) を選択します。
8. ユーザー DataAnalyst に対してこれらのステップを繰り返します。ここで、LF タグのキーは

Confidentiality、値は public です。

この時点で、コンシューマアカウントのデータアナリストユーザーは、データベースとリソースリン
クを見つけて、Athena コンソール (https://console.aws.amazon.com/athena/) を介して共有テーブル
にクエリを実行できるはずです。見つからない場合は、以下が適切に設定されているかどうかを確認
します。

• 共有テーブルへのリソースリンクが作成されている
• プロデューサーアカウントが共有する LF タグへのアクセスをユーザーに許可している
• リソースリンク、およびリソースリンクを作成したデータベースに関連付けられた LF タグへのア

クセスをユーザーに許可している
• リソースリンク、およびリソースリンクを作成したデータベースに正しい LF タグが割り当てられ

ているかどうかを確認する
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ステップ 4: 名前付きリソース方式を実装する
名前付きリソース方式を使用するには、以下の大まかなステップに従います。

1. (オプション) データベース、テーブル、列に対する許可を IAMAllowedPrincipals から取り消す
2. データの許可をコンシューマーアカウントに付与する
3. AWS Resource Access Manager からのリソース共有を承認する
4. 共有テーブルへのリソースリンクを作成する
5. 共有テーブルへのデータ許可をコンシューマーに付与する
6. リソースリンクへのデータ許可をコンシューマーに付与する

(オプション) データベース、テーブル、列に対する許可を IAMAllowedPrincipals から取り消
す

• このチュートリアルの最初で、Lake Formation の Data Catalog 設定を変更しました。その部分をス
キップした場合は、このステップが必要です。手順については、前のセクションのオプションのス
テップを参照してください。

データの許可をコンシューマーアカウントに付与する

1. Note

プロデューサーアカウントに別のユーザーとしてサインインしている場合は、まずサインア
ウトします。

プロデューサーアカウントのデータレイク管理者として、Lake Formation コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/lakeformation/) にサインインします。この場合、AWS CloudFormation 
のスタック作成時に指定した AWS アカウント ID、IAM ユーザーネーム (デフォルトは
DatalakeAdminProducer)、パスワードを使用します。

2. [Permissions] (許可) ページの [Data lake Permissions] (データレイクの許可) で、[Grant] (付与) を選択
します。

3. [Principals] (プリンシパル) で、[External accounts] (外部アカウント) を選択し、1 つ以上の AWS アカ
ウント ID または AWS 組織 ID を入力します。詳細については、「AWS Organizations」を参照して
ください。

プロデューサーアカウントが属している組織、および同じ組織内の AWS アカウントが自動的に表示
されます。表示されない場合は、アカウント ID または組織 ID を手動で入力します。

4. [LF-tags or catalog resources] (LF タグまたはカタログリソース) で、Named data catalog 
resources を選択します。

5. [Databases] (データベース) で、データベース
lakeformation_tutorial_cross_account_database_named_resource を選択します。

6. [Add LF-tag] (LF タグを追加) を選択します。
7. [Tables] (テーブル) で、[All tables] (すべてのテーブル) を選択します。
8. [Table column permissions] (テーブル列の許可) で、[Select] (選択) を選択し、[Table permissions]

(テーブルの許可) の [Describe] (記述) を選択します。
9. [Select] (選択) を選択し、[Grantable permissions] (付与可能な許可) の [Describe] (記述) を選択しま

す。
10. (オプション) [Data permissions] (データの許可) で、列レベルの許可の管理が必要な場合は、[Simple 

column-based access] (シンプルな列ベースのアクセス) を選択します。
11. [Grant] (付与) を選択します。
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IAMAllowedPrincipals の許可を取り消していない場合は、Grant permissions (許可の付与) 失敗エラー
が表示されます。この時点で、AWS RAM を介してコンシューマーアカウントと共有しているターゲット
テーブルが [Permissions] (許可)、[Data permissions] (データの許可) で確認できるはずです。

AWS RAM からのリソース共有を承認する
Note

このステップは、AWS アカウントベースの共有にのみ必要であり、組織ベースの共有には必要あ
りません。

1. コンシューマーアカウントのデータレイク管理者として、AWS コンソール (https://
console.aws.amazon.com/lakeformation/) にサインインします。この場合、AWS CloudFormation のス
タック作成時に指定した IAM ユーザーネーム (デフォルトは DatalakeAdminConsumer)、パスワード
を使用します。

2. AWS RAM コンソールのナビゲーションペインで、[Shared with me] (自分と共有)、[Resource shares] 
(リソース共有) の順に移動し、Lake Formation の共有リソースを選択します。[Status] (ステータス) 
は [Pending] (保留) になっているはずです。

3. [Actions] (アクション)、[Grant] (付与) の順に選択します。
4. リソースの詳細を確認し、[Accept resource share] (リソース共有を承認) を選択します。

この時点で、コンシューマーアカウントのデータレイク管理者は、共有しているリソースを Lake 
Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/) で確認できるはずです ([Data 
Catalog] (データカタログ)、[Databases] (データベース) の順に移動します)。

共有テーブルへのリソースリンクを作成する

• 「ステップ 3: タグベースのアクセスコントロール方式を使用してクロスアカウント共有を実装す
る (p. 95)」 (ステップ 6) の手順に従って、共有テーブルへのリソースリンクを作成します。リソー
スリンク名を amazon_reviews_table_named_resource_resource_link とします。リソース
リンクをデータベース lakeformation_tutorial_cross_account_database_consumer 内に
作成します。

共有テーブルへのデータ許可をコンシューマーに付与する

共有テーブルへのデータ許可をコンシューマーに付与するには、以下のステップを実行します。

1. Lake Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/) で、[Permissions] (許
可)、[Data lake permissions] (データレイクの許可) の順に移動し、[Grant] (付与) を選択します。

2. [Principals] (プリンシパル) で、[IAM users and roles] (IAM ユーザーおよびロール)を選択し、ユーザー
DataAnalyst を選択します。

3. [LF-tags or catalog resources] (LF タグまたはカタログリソース) で、[Named data catalog resources]
(名前付きの Data Catalog リソース) を選択します。

4. [Databases] (データベース) で、データベース
lakeformation_tutorial_cross_account_database_named_resource を選択します。デー
タベースがドロップダウンリストに表示されない場合は、[Load more] (さらにロード) を選択します。

5. [Tables] (テーブル) で、テーブル amazon_reviews_table_named_resource を選択します。
6. [Table and column permissions] (テーブルと列の許可) で、[Select] (選択) を選択し、[Table 

permissions] (テーブルの許可) の [Describe] (記述) を選択します。
7. [Grant] (付与) を選択します。

リソースリンクへのデータ許可をコンシューマーに付与する

データレイクユーザーに対しては、共有テーブルへのアクセス許可だけでなく、リソースリンクへのアク
セス許可も付与する必要があります。
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1. Lake Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/) で、[Permissions] (許
可)、[Data lake permissions] (データレイクの許可) の順に移動し、[Grant] (付与) を選択します。

2. [Principals] (プリンシパル) で、[IAM users and roles] (IAM ユーザーおよびロール)を選択し、ユーザー
DataAnalyst を選択します。

3. [LF-tags or catalog resources] (LF タグまたはカタログリソース) で、[Named data catalog resources]
(名前付きの Data Catalog リソース) を選択します。

4. [Databases] (データベース) で、データベース
lakeformation_tutorial_cross_account_database_consumer を選択します。データベー
スがドロップダウンリストに表示されない場合は、[Load more] (さらにロード) を選択します。

5. [Tables] (テーブル) で、テーブル amazon_reviews_table_named_resource_resource_link
を選択します。

6. [Resource link permissions] (リソースリンクの許可) で、[Resource link permissions] (リソースリンク
の許可) の [Describe] (記述) を選択します。

7. [Grant] (付与) を選択します。

この時点で、コンシューマアカウントのデータアナリストユーザーは、データベースとリソースリン
クを見つけて、Athena コンソールを介して共有テーブルにクエリを実行できるはずです。

見つからない場合は、以下が適切に設定されているかどうかを確認します。

• 共有テーブルへのリソースリンクが作成されている
• プロデューサーアカウントが共有するテーブルへのアクセスをユーザーに許可している
• リソースリンク、およびリソースリンクを作成したデータベースへのアクセスをユーザーに許可し

ている

ステップ 5: AWS のリソースをクリーンアップする
AWS アカウントへの不要な請求が発生しないように、このチュートリアルで使用した AWS リソースを削
除できます。

1. プロデューサーアカウントを使用して Lake Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
lakeformation/) にサインインし、以下を削除または変更します。

• AWS Resource Access Manager リソース共有
• Lake Formation タグ
• AWS CloudFormation スタック
• Lake Formation 設定
• AWS Glue Data Catalog

2. コンシューマーアカウントを使用して Lake Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
lakeformation/) にサインインし、以下を削除または変更します。

• Lake Formation タグ
• AWS CloudFormation スタック

Lake Formation のきめ細かなアクセスコントロー
ルを使用したデータレイクの共有

このチュートリアルでは、複数の AWS アカウント を AWS Organizations で管理する際に、Lake 
Formation を使用してデータセットをすばやく簡単に共有するためのステップバイステップの手順を提供
します。機密データへのアクセスを制御するには、きめ細かな許可を定義します。
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次の手順では、アカウント A のデータレイク管理者がアカウント B に対してきめ細かなアクセスを付与
する方法と、アカウント B のユーザーがデータスチュワードとしてアカウント内の他のユーザーに対して
共有テーブルへのきめ細かなアクセスを許可する方法も示します。各アカウント内のデータスチュワード
は、各自が管理するユーザーに対して独自にアクセス権を委任し、各チームや基幹業務 (LOB) に自治権を
付与できます。

このユースケースでは、AWS Organizations を使用して AWS アカウント を管理することを前提としてい
ます。1 つの組織単位 (OU1) のアカウント A のユーザーは、OU2 のアカウント B のユーザーに対してア
クセス権を付与します。Organizations を使用していない場合 (少数のアカウントしか持っていない場合な
ど) でも、同じアプローチを使用できます。次の図は、データレイク内でのデータセットに対するきめ細
かなアクセスコントロールを示しています。データレイクは、アカウント A にあります。アカウント A の
データレイク管理者は、アカウント B に対してきめ細かなアクセス権を提供しています。この図は、アカ
ウント B のユーザーがアカウント A のデータレイクテーブルの列レベルのアクセス権をアカウント B の
別のユーザーに提供していることも示しています。
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対象者

• 対象者 (p. 105)
• 前提条件 (p. 105)
• ステップ 1: 別のアカウントに対してきめ細かなアクセスを提供する (p. 106)
• ステップ 2: 同じアカウント内のユーザーにきめ細かなアクセスを提供する (p. 107)

対象者

このチュートリアルは、データスチュワード、データエンジニア、データアナリストを対象としていま
す。次の表は、このチュートリアルで使用するロールのリストです。

ロール 説明

IAM 管理者 AWS 管理ポリシーを持つユーザー:
AdministratorAccess。

データレイク管理者 AWS 管理ポリシーを持つユー
ザー: ロールにアタッチされている
AWSLakeFormationDataAdmin。

データアナリスト AWS 管理ポリシーを持つユーザー: アタッチされ
ている AmazonAthenaFullAccess。

前提条件
このチュートリアルを開始する前に、適切なアクセス許可を持つ管理ユーザーとしてサインインする
ために使用できる AWS アカウント が必要です。詳細については、「AWS の初期設定タスクを完了す
る (p. 6)」を参照してください。

このチュートリアルでは、ユーザーが IAM に精通していることを前提としています。IAM については、
「IAM ユーザーガイド」を参照してください。

このチュートリアルでは、以下のリソースが必要です。

• 2 つの組織単位
• OU1 — アカウント A を含む
• OU2 — アカウント B を含む

• アカウント A の Amazon S3 データレイクのロケーション (バケット)
• アカウント A のデータレイク管理者ユーザー。データレイク管理者は、Lake Formation コ

ンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/) または Lake Formation API の
PutDataLakeSettings 操作を使用して作成できます。

• アカウント A に設定した Lake Formation と、アカウント A の Lake Formation に登録した Amazon S3 
データレイクのロケーション。

• 次の IAM マネージドポリシーを持つ、アカウント B の 2 人のユーザー。
• testuser1 — AWS マネージドポリシー AWSLakeFormationDataAdmin がアタッチされている。
• testuser2 — AWS マネージドポリシー AmazonAthenaFullAccess がアタッチされている。

• アカウント B の Lake Formation データベース内のデータベース testdb。
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ステップ 1: 別のアカウントに対してきめ細かなアク
セスを提供する
アカウント A のデータレイク管理者がアカウント B に対してきめ細かなアクセスを提供する方法について
学習します。

別のアカウントに対してきめ細かなアクセスを許可する

1. アカウント A でデータレイク管理者として AWS Management Console (https:// 
console.aws.amazon.com/connect/) にサインインします。

2. Lake Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/) を開き、[Get started] (今
すぐ始める) を選択します。

3. ナビゲーションペインで、[DataDatabases] (データベース) を選択します。
4. [Create database] (データベースを作成) を選択します。
5. [Database] (データベース) の詳細セクションで、[Database] (データベース) を選択します。
6. [Name] (名前) に名前を入力します (このチュートリアルでは sampledb01 を使用します)。
7. [Use only IAM access control for new tables in this database] (このデータベース内の新しいテーブルに

は IAM アクセスコントロールのみを使用する) が選択されていることを確認します。これが選択され
ていないと、Lake Formation からアクセスをコントロールできます。

8. [データベースの作成] を選択します。
9. [Database] (データベース) ページで、データベース sampledb01 を選択します。
10. [Actions] (アクション) メニューで、[Grant] (付与) を選択します。
11. [Grant permissions] (許可の付与) セクションで、[External account (外部アカウント) を選択します。
12. AWS アカウント ID または AWS 組織 ID として、OU2 のアカウント B のアカウント ID を入力しま

す。
13. [Table] (テーブル) で、アカウント B にアクセスを許可するテーブルを選択します (このチュートリア

ルでは、テーブル acc_a_area を使用します)。オプションとして、テーブル内の列へのアクセスを
許可することもできます (このチュートリアルでは、これを行います)。

14. [Include columns] (列を含める) で、アカウント B にアクセスを許可する列を選択します (このチュー
トリアルでは、タイプ、名前、識別子への許可を付与します)。

15. [Columns] (列) で、[Include columns] (列を含める) を選択します。
16. [Table permissions] (テーブルの許可) で、[Select] (選択) を選択します。
17. [Grantable permissions] (付与可能な許可) で、[Select] (選択) を選択します。付与可能な許可を設定す

ることで、アカウント B の管理者ユーザーはアカウント B の他のユーザーに許可を付与できるように
なります。

18. [Grant] (付与) を選択します。
19. ナビゲーションペインで、[Tables] (テーブル) を選択します。
20. アクセスセクションの AWS アカウントと AWS 組織に 1 つのアクティブな接続が表示されます。

リソースリンクを作成する

Amazon Athena などの統合サービスは、複数のアカウントをまたいでデータベースやテーブルに直接ア
クセスできません。したがって、リソースリンクを作成する必要があります。Athena がアカウント内の
リソースリンクを使用して、他のアカウントのデータベースやテーブルにアクセスできるようにします。
テーブル (acc_a_area) へのリソースリンクを作成し、アカウント B のユーザーが Athena を使用して
データをクエリできるようにします。

1. アカウント B で testuser1 として、AWS コンソール (https://console.aws.amazon.com/connect/) に
サインインします。
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2. Lake Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/) のナビゲーションペイン
で [Tables] (テーブル) を選択します。アカウント A がアクセスを提供しているテーブルが表示されま
す。

3. テーブル acc_a_area を選択します。
4. [Actions] (アクション) メニューで、[Create resource link] (リソースリンクを作成) を選択します。
5. [Resource link name] (リソースリンク名) に名前 (このチュートリアルでは acc_a_area_rl) を入力

します。
6. [Database] (データベース) で、データベース (testdb) を選択します。
7. [Create] (作成) を選択します。
8. ナビゲーションペインで、[Tables] (テーブル) を選択します。
9. テーブル acc_b_area_rl を選択します。
10. [Actions] (アクション) メニューで、[View data] (データの表示) を選択します。

Athena コンソールにリダイレクトされ、データベースとテーブルが表示されます。

これで、テーブルに対してクエリを実行し、アカウント B から testuser1 にアクセスを許可した先の
列値を確認できます。

ステップ 2: 同じアカウント内のユーザーにきめ細か
なアクセスを提供する
このセクションでは、アカウント B のユーザー（testuser1) がデータスチュワードとして同じアカウン
ト内の別のユーザー (testuser2) に対し、共有テーブル aac_b_area_rl 内の列名へのきめ細かなアク
セスを提供する方法を示します。

同じアカウント内のユーザーに対してきめ細かなアクセスを許可する

1. アカウント B で testuser1 として、AWS コンソール (https://console.aws.amazon.com/connect/) に
サインインします。

2. Lake Formation コンソールのナビゲーションペインで、[Tables] (テーブル) を選択します。

テーブルに対する許可は、リソースリンクを使用して付与できます。これを実行するには、[Tables]
(テーブル) ページでリソースリンク acc_b_area_rl を選択し、[Actions] (アクション) メニュー
で、[Grant on target] (ターゲットに対して付与) を選択します。

3. [Grant permissions] (許可の付与) セクションで、[My account] (マイアカウント) を選択します。
4. [IAM users and roles] (IAM ユーザーおよびロール) で、ユーザー testuser2 を選択します。
5. [Column] (列) で、列名を選択します。
6. [Table permissions] (テーブルの許可) で、[Select] (選択) を選択します。
7. [Grant] (付与) を選択します。

リソースリンクの作成後は、作成したユーザーのみがそのリンクを表示してアクセスできます。ア
カウント内の他のユーザーにリソースリンクへのアクセスを許可するには、リソースリンク自体に
対する許可を付与する必要があります。DESCRIBE 許可または DROP 許可を付与する必要がありま
す。[Tables] (テーブル) ページでテーブルを再び選択し、[Actions] (アクション) メニューで [Grant]
(付与) を選択します。

8. [Grant permissions] (許可の付与) セクションで、[My account] (マイアカウント) を選択します。
9. [IAM users and roles] (IAM ユーザーおよびロール) で、ユーザー testuser2 を選択します。
10. [Resource link permissions] (リソースリンクの許可) で、[Describe] (記述) を選択します。
11. [Grant] (付与) を選択します。
12. アカウント B で testuser2 として、AWS コンソールにサインインします。
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Athena コンソール (https://console.aws.amazon.com/athena/) に、データベースとテーブル
acc_b_area_rl が表示されます。これで、テーブルに対してクエリを実行し、testuser2 からア
クセス可能となった列値を確認できます。
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データレイクへの Amazon S3 ロケー
ションの追加

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ロケーションをデータレイク内のストレージとして追加す
るには、そのロケーションを AWS Lake Formation に登録します。その後、このロケーションをポイント
する AWS Glue Data Catalog オブジェクトと、そのロケーション内の基盤となるデータに対する細粒度の
アクセスコントロールのために Lake Formation 許可を使用することができます。

ロケーションを登録すると、その Amazon S3 パスと、そのパスの下にあるすべてのフォルダが登録され
ます。

例えば、以下のような Amazon S3 パス組織があるとします。

/mybucket/accounting/sales/

S3://mybucket/accounting を登録すると、sales フォルダも登録され、Lake Formation の管理下に
置かれます。

ロケーションの登録に関する詳細については、「Underlying Data Access Control (p. 297)」を参照して
ください。

トピック
• ロケーションの登録に使用されるロールの要件 (p. 109)
• Amazon S3 ロケーションの登録 (p. 111)
• 暗号化された Amazon S3 ロケーションの登録 (p. 113)
• 別の AWS アカウントにある Amazon S3 ロケーションの登録 (p. 116)
• AWS アカウント間での暗号化された Amazon S3 ロケーションの登録 (p. 118)
• Amazon S3 ロケーションの登録解除 (p. 120)

ロケーションの登録に使用されるロールの要件
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ロケーションを登録するときは、AWS Identity and Access 
Management (IAM) ロールを指定する必要があります。AWSLake Formation は、そのロケーションのデー
タにアクセスするときに、そのロールを引き受けます。

ロケーションは、以下のロールタイプのいずれかを使用して登録できます。

• Lake Formation サービスリンクロール。このロールは、ロケーションに対する必要な許可を付与しま
す。このロールの使用は、ロケーションを登録する最もシンプルな方法です。詳細については、「Lake 
Formation 用のサービスリンクロールの使用 (p. 305)」を参照してください。

• ユーザー定義のロール。ユーザー定義のロールは、サービスリンクロールが提供する許可よりも多くの
許可を付与する必要があるときに使用します。

以下の状況では、ユーザー定義のロールを使用する必要があります。
• 管理対象テーブルがポイントすることになるロケーションを登録する場合。

詳細については、「管理対象テーブルの管理 (p. 123)」を参照してください。
• 別のアカウントにあるロケーションを登録する場合。
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詳細については、「the section called “別の AWS アカウントにある Amazon S3 ロケーションの登
録” (p. 116)」および「the section called “AWS アカウント間での暗号化された Amazon S3 ロケー
ションの登録” (p. 118)」を参照してください。

• Amazon S3 ロケーションを暗号化するために AWS マネージド CMK (aws/s3) を使用した場合。

詳細については、「暗号化された Amazon S3 ロケーションの登録 (p. 113)」を参照してください。
• Amazon EMR を使用してロケーションにアクセスする予定の場合。

サービスリンクロールを使用してロケーションをすでに登録しており、Amazon EMR を使用した
ロケーションへのアクセスを開始したいという場合は、ロケーションの登録を解除してから、ユー
ザー定義のロールを使用して再度登録する必要があります。詳細については、「the section called 
“Amazon S3 ロケーションの登録解除” (p. 120)」を参照してください。

以下は、ユーザー定義のロールの要件です。

• 新しいロールを作成するときは、IAM コンソールの [Create role] (ロールの作成) ページで [AWS service]
(AWS サービス) を選択してから、[Choose a use case] (ユースケースの選択) で [Lake Formation] を選
択します。

別のパスを使用してロールを作成する場合は、そのロールに lakeformation.amazonaws.com との
信頼関係があることを確認します。詳細については、「ロールの信頼ポリシーの変更 (コンソール)」を
参照してください。

• ロールには、以下のエンティティとの信頼関係がある必要があります。
• glue.amazonaws.com

• lakeformation.amazonaws.com

詳細については、「ロールの信頼ポリシーの変更 (コンソール)」を参照してください。
• ロールには、ロケーションに対する Amazon S3 の読み取り/書き込み許可を付与するインラインポリ

シーが必要です。以下は典型的なポリシーです。

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

• ロケーションを登録するデータレイク管理者は、ロールに対する iam:PassRole 許可を持っている必
要があります。
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以下は、この許可を付与するインラインポリシーです。<account-id> は有効な AWS アカウント番
号、<role-name> はロールの名前に置き換えてください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "PassRolePermissions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:PassRole" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::<account-id>:role/<role-name>" 
            ] 
        } 
    ]
}

• Lake Formation が CloudWatch Logs にログを追加し、メトリクスを発行できるようにするには、以下
のインラインポリシーを追加します。

Note

CloudWatch Logs への書き込みには料金が発生します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "Sid1", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:CreateLogStream", 
                "logs:CreateLogGroup", 
                "logs:PutLogEvents" 
            ], 
            "Resource": [ 
                 "arn:aws:logs:<region>:<account-id>:log-group:/aws-lakeformation-
acceleration/*", 
                 "arn:aws:logs:<region>:<account-id>:log-group:/aws-lakeformation-
acceleration/*:log-stream:*" 
            ] 
        } 
    ]
}

Amazon S3 ロケーションの登録
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ロケーションを登録するときは、AWS Identity and Access 
Management (IAM) ロールを指定する必要があります。Lake Formation は、そのロケーションにあるデー
タにアクセスする統合された AWS のサービスに一時的な認証情報を提供するときに、そのロールを引き
受けます。

Important

[Requester pays] (リクエスタ支払い) が有効になっている Amazon S3 バケットの登録は避けてく
ださい。Lake Formation に登録されたバケットの場合、バケットの登録に使用されるロールは常
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にリクエスト元であると見なされます。別の AWS アカウントがそのバケットにアクセスしてい
て、ロールがバケット所有者と同じアカウントに属する場合、バケット所有者にデータアクセス
の料金が請求されます。

Amazon S3 ロケーションの登録には、AWS Lake Formation コンソール、Lake Formation API、または 
AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用できます。

開始する前に

「ロケーションの登録に使用されるロールの要件 (p. 109)」を確認してください。

ロケーションを登録する (コンソール)

Important

以下の手順は、Amazon S3 ロケーションが Data Catalog と同じ AWS アカウントにあり、そのロ
ケーション内のデータが暗号化されていないことを前提としています。クロスアカウント登録と
暗号化されたロケーションの登録については、本章の他のセクションで説明されています。

1. AWS Lake Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/) を開きます。デー
タレイク管理者、または lakeformation:RegisterResource IAM 許可を持つユーザーとしてサイ
ンインします。

2. ナビゲーションペインの [Register and ingest] (登録および取り込み) で [Data lake locations] (データレ
イクのロケーション) を選択します。

3. [Register location] (ロケーションを登録) を選択してから、[Browse](参照) を選択して Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) パスを選択します。

4. (強く推奨されるオプション) [Review location permissions] (ロケーションの許可のレビュー) を選択し
て、選択された Amazon S3 ロケーションにあるすべての既存のリソースとそれらの許可のリストを
確認します。

選択されたロケーションの登録により、Lake Formation ユーザーがそのロケーションにすでに存在
するデータにアクセスできるようになる可能性があります。このリストの確認は、既存のデータのセ
キュリティが確保されていることを確実にするために役立ちます。

5. [IAM role] (IAMロール) には、AWSServiceRoleForLakeFormationDataAccess サービスリン
クロール (デフォルト)、または「the section called “ロケーションの登録に使用されるロールの要
件” (p. 109)」の要件を満たすカスタム IAM ロールを選択します。

6. [Data Catalog フェデレーションを有効にする] チェックボックスを選択して、Lake Formation がロー
ルを引き受け、統合された AWS のサービスに一時的な認証情報を提供し、フェデレーションデー
ターベースのテーブルへのアクセスを許可します。ロケーションが Lake Formation に登録されてい
て、フェデレーションデータベースのテーブルにも同じロケーションを使用する場合は、同じロケー
ションを [Data Catalog フェデレーションを有効にする] オプションで登録する必要があります。

7. [Register location] (ロケーションを登録) を選択します。

ロケーションを登録する (AWS CLI)

• 以下の CLI コマンドを入力します。<s3-path> は、有効な Amazon S3 パスに置き換えてください。

aws lakeformation register-resource --resource-arn arn:aws:s3:::<s3-path> --use-
service-linked-role

このコマンドは、サービスリンクロールを使用してロケーションを登録します。その代わりに --
role-arn 引数を使用して、独自のロールを提供することができます。

次の AWS CLI コマンドを入力して、フェデレーションデータベースのロケーションを登録します。
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aws lakeformation update-resource --resource-arn arn:aws:s3:::<s3-path> --use-service-
linked-role  --with-federation

詳細については、「RegisterResource」を参照してください。
Note

Amazon S3 ロケーションが登録されると、そのロケーション (またはその子ロ
ケーション) をポイントするすべての AWS Glue テーブルが、GetTable コー
ルで IsRegisteredWithLakeFormation パラメータの値を true として返
します。GetTables および SearchTables などの Data Catalog API 操作が
IsRegisteredWithLakeFormation パラメータの値を更新せず、デフォルト値の false を
返すという既知の制限があります。IsRegisteredWithLakeFormation パラメータの正し
い値を表示するには、GetTable API を使用することが推奨されます。

暗号化された Amazon S3 ロケーションの登録
Lake Formation は AWS Key Management Service (AWS KMS) と統合して、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) ロケーションにあるデータの暗号化と復号化を行うために、他の統合サービスをよ
り簡単にセットアップできるようにします。

カスタマーマネージド AWS KMS keysと AWS マネージドキーの両方がサポートされています。クライア
ント側の暗号化/復号化はサポートされていません。

Amazon S3 ロケーションを登録するときは、AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを指定
する必要があります。暗号化された Amazon S3 ロケーションについては、ロールに AWS KMS keyを使用
してデータを暗号化および復号化する許可がある、または KMS キーポリシーがキーに対する許可をロー
ルに付与する必要があります。

Important

[Requester pays] (リクエスタ支払い) が有効になっている Amazon S3 バケットの登録は避けてく
ださい。Lake Formation に登録されたバケットの場合、バケットの登録に使用されるロールは常
にリクエスト元であると見なされます。別の AWS アカウントがそのバケットにアクセスしてい
て、ロールがバケット所有者と同じアカウントに属する場合、バケット所有者にデータアクセス
の料金が請求されます。

ロケーションを登録する最も簡単な方法は、Lake Formation サービスリンクロールを使用することです。
このロールは、ロケーションに対する必要な読み取り/書き込み許可を付与します。カスタムロールを使用
してロケーションを登録することも可能ですが、ロールが 「the section called “ロケーションの登録に使用
されるロールの要件” (p. 109)」の要件を満たすことが条件になります。

Important

Amazon S3 ロケーションの暗号化に AWS マネージドキー (aws/s3) を使用した場合は、Lake 
Formation サービスリンクロールを使用することができません。カスタムロールを使用して、
キーに対する IAM 許可をロールに追加する必要があります。詳細については、このセクションで
後ほど説明します。

以下の手順では、カスタマーマネージドキー、または AWS マネージドキーで暗号化された Amazon S3 ロ
ケーションを登録する方法を説明します。

• カスタマーマネージドキーで暗号化されたロケーションの登録 (p. 114)
• AWS マネージドキーで暗号化されたロケーションの登録 (p. 115)

開始する前に
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「ロケーションの登録に使用されるロールの要件 (p. 109)」を確認してください。

カスタマーマネージドキーで暗号化された Amazon S3 ロケーションを登録する

Note

KMS キーまたは Amazon S3 のロケーションが Data Catalog と同じ AWS アカウントにない場合
は、代わりに「the section called “AWS アカウント間での暗号化された Amazon S3 ロケーション
の登録” (p. 118)」の手順を実行してください。

1. AWS KMS コンソール (https://console.aws.amazon.com/kms) を開き、AWS Identity and Access 
Management (IAM) 管理ユーザー、またはロケーションの暗号化に使用された KMS キーのキーポリ
シーを変更できるユーザーとしてログインします。

2. ナビゲーションペインで [Customer managed keys] (カスタマー管理型のキー) を選択してから、目的
の KMS キーの名前を選択します。

3. KMS キーの詳細ページで [Key policy] (キーポリシー) タブを選択してから、以下のいずれかを行っ
て、カスタムロールまたは Lake Formation サービスリンクロールを KMS キーユーザーとして追加し
ます。

• デフォルトビューが表示されている場合 ([キー管理者]、[キーの削除]、[キーユーザー]、および [そ
の他の AWS アカウント] セクションがあるもの) – [キーユーザー] セクションで、カスタムロールま
たは Lake Formation サービスリンクロール (AWSServiceRoleForLakeFormationDataAccess) 
を追加します。

• キーポリシー (JSON) が表示されている場合 – 以下の例にあるように、ポリシーを編集して、
「Allow use of the key」オブジェクトにカスタムロールまたは Lake Formation サービスリンクロー
ル (AWSServiceRoleForLakeFormationDataAccess) を追加します。

Note

そのオブジェクトが欠落している場合は、例にある許可と共に追加してください。この例
は、サービスリンクロールを使用しています。

        ... 
        { 
            "Sid": "Allow use of the key", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": [ 
                     "arn:aws:iam::111122223333:role/aws-service-role/
lakeformation.amazonaws.com/AWSServiceRoleForLakeFormationDataAccess",
                    "arn:aws:iam::111122223333:user/keyuser" 
                ] 
            }, 
            "Action": [ 
                "kms:Encrypt", 
                "kms:Decrypt", 
                "kms:ReEncrypt*", 
                "kms:GenerateDataKey*", 
                "kms:DescribeKey" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        ...

4. AWS Lake Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/) を開きます。デー
タレイク管理者、または lakeformation:RegisterResource IAM 許可を持つユーザーとしてサイ
ンインします。

5. ナビゲーションペインの [Register and ingest] (登録および取り込み) で [Data lake locations] (データレ
イクのロケーション) を選択します。
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6. [Register location] (ロケーションを登録) を選択してから、[Browse](参照) を選択して Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) パスを選択します。

7. (強く推奨されるオプション) [Review location permissions] (ロケーションの許可のレビュー) を選択し
て、選択された Amazon S3 ロケーションにあるすべての既存のリソースとそれらの許可のリストを
確認します。

選択されたロケーションの登録により、Lake Formation ユーザーがそのロケーションにすでに存在
するデータにアクセスできるようになる可能性があります。このリストの確認は、既存のデータのセ
キュリティが確保されていることを確実にするために役立ちます。

8. [IAM role] (IAMロール) には、AWSServiceRoleForLakeFormationDataAccess サービスリン
クロール (デフォルト)、または「the section called “ロケーションの登録に使用されるロールの要
件” (p. 109)」に適合するカスタム IAM ロールを選択します。

9. [Register location] (ロケーションを登録) を選択します。

サービスリンクロールの詳細については、「Lake Formation のサービスリンクロール許可 (p. 305)」を
参照してください。

AWS マネージドキーで暗号化された Amazon S3 ロケーションを登録する

Important

Amazon S3 のロケーションが Data Catalog と同じ AWS アカウントにない場合は、代わり
に「the section called “AWS アカウント間での暗号化された Amazon S3 ロケーションの登
録” (p. 118)」の手順を実行してください。

1. ロケーションの登録に使用する IAM ロールを作成します。ロールが「the section called “ロケーショ
ンの登録に使用されるロールの要件” (p. 109)」に記載されている条件を満たすことを確認してくだ
さい。

2. 以下のインラインポリシーをロールに追加します。これは、キーに対する許可をロールに付与しま
す。Resource の仕様は、AWS マネージドキー の Amazon リソースネーム (ARN) を指定する必要が
あります。この ARN は AWS KMS コンソールから取得できます。正しい ARN を取得するには、ロ
ケーションの暗号化に使用された AWS マネージドキーと同じ AWS アカウントとリージョンで AWS 
KMS コンソールにログインするようにしてください。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "kms:Encrypt", 
        "kms:Decrypt", 
        "kms:ReEncrypt*", 
        "kms:GenerateDataKey*", 
        "kms:DescribeKey" 
      ], 
      "Resource": "<AWS ####### ARN>" 
    } 
  ]
}

3. AWS Lake Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/) を開きます。デー
タレイク管理者、または lakeformation:RegisterResource IAM 許可を持つユーザーとしてサイ
ンインします。

4. ナビゲーションペインの [Register and ingest] (登録および取り込み) で [Data lake locations] (データレ
イクのロケーション) を選択します。

5. [Register location] (ロケーションを登録) を選択してから、[Browse](参照) を選択して Amazon S3 パ
スを選択します。
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6. (強く推奨されるオプション) [Review location permissions] (ロケーションの許可のレビュー) を選択し
て、選択された Amazon S3 ロケーションにあるすべての既存のリソースとそれらの許可のリストを
確認します。

選択されたロケーションの登録により、Lake Formation ユーザーがそのロケーションにすでに存在
するデータにアクセスできるようになる可能性があります。このリストの確認は、既存のデータのセ
キュリティが確保されていることを確実にするために役立ちます。

7. [IAM role] (IAM ロール) には、ステップ 1 で作成したロールを選択します。
8. [Register location] (ロケーションを登録) を選択します。

別の AWS アカウントにある Amazon S3 ロケー
ションの登録

AWS Lake Formation では、複数の AWS アカウントにまたがって Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) ロケーションを登録することができます。例えば、AWS Glue Data Catalog がアカウント A 
にある場合、アカウント A のユーザーは、アカウント B にある Amazon S3 バケットを登録することがで
きます。

AWS アカウント A にある AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを使用して AWS アカウン
ト B にある Amazon S3 バケットを登録するには、以下の許可が必要です。

• アカウント A のロールが、アカウント B のバケットに対する許可を付与する必要があります。
• アカウント B のバケットポリシーが、アカウント A のロールにアクセス許可を付与する必要がありま

す。

Important

[Requester pays] (リクエスタ支払い) が有効になっている Amazon S3 バケットの登録は避けてく
ださい。Lake Formation に登録されたバケットの場合、バケットの登録に使用されるロールは常
にリクエスト元であると見なされます。別の AWS アカウントがそのバケットにアクセスしてい
て、ロールがバケット所有者と同じアカウントに属する場合、バケット所有者にデータアクセス
の料金が請求されます。
Lake Formation サービスリンクロールを使用して、別のアカウントにあるロケーションを登録
することはできません。その代わりに、ユーザー定義のロールを使用する必要があります。この
ロールは、「the section called “ロケーションの登録に使用されるロールの要件” (p. 109)」の要
件を満たす必要があります。サービスリンクロールの詳細については、「Lake Formation のサー
ビスリンクロール許可 (p. 305)」を参照してください。

開始する前に

「ロケーションの登録に使用されるロールの要件 (p. 109)」を確認してください。

別の AWS アカウントにあるロケーションを登録する

Note

ロケーションが暗号化されている場合は、代わりに「the section called “AWS アカウント間での
暗号化された Amazon S3 ロケーションの登録” (p. 118)」の手順を実行してください。

以下の手順は、Data Catalog が含まれるアカウント 1111-2222-3333 のプリンシパルが、アカウント 
1234-5678-9012 にある Amazon S3 バケット awsexamplebucket1 を登録したいという状況を前提とし
ています。
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1. アカウント 1111-2222-3333 で AWS Management Consoleにサインインして、IAM コンソール 
(https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。

2. 新しいロールを作成するか、「the section called “ロケーションの登録に使用されるロールの要
件” (p. 109)」の要件を満たす既存のロールを表示します。ロールが awsexamplebucket1 に対す
る Amazon S3 許可を付与することを確認します。

3. Amazon S3 コンソール (https://console.aws.amazon.com/s3/) を開きます。アカウント 
1234-5678-9012 でサインインします。

4. [Bucket name] (バケット名) リストで、awsexamplebucket1 というバケット名を選択します。
5. [Permissions] (アクセス許可) を選択します。
6. [Permissions] (アクセス許可) ページで、[Bucket Policy] (バケットポリシー) を選択します。
7. [Bucket policy editor] (バケットポリシーエディタ) に、以下のポリシーを貼り付けます。<role-

name> をロールの名前に置き換えます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect":"Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS":"arn:aws:iam::111122223333:role/<role-name>" 
            }, 
            "Action":"s3:ListBucket", 
            "Resource":"arn:aws:s3:::awsexamplebucket1" 
        }, 
        { 
            "Effect":"Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS":"arn:aws:iam::111122223333:role/<role-name>" 
            }, 
            "Action": [ 
                "s3:DeleteObject", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:PutObject" 
            ], 
            "Resource":"arn:aws:s3:::awsexamplebucket1/*" 
        } 
    ]
}

8. [Save] (保存) を選択します。
9. AWS Lake Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/) を開きます。デー

タレイク管理者として、またはロケーションを登録するために十分な許可を持つユーザーとして、ア
カウント 1111-2222-3333 にサインインします。

10. ナビゲーションペインの [Register and ingest] (登録および取り込み) で [Data lake locations] (データレ
イクのロケーション) を選択します。

11. [Register location] (ロケーションを登録) を選択します。
12. [Register location] (ロケーションの登録) ページで、[Amazon S3 path] (Amazon S3 パス) にバケット

名 s3://awsexamplebucket1 を入力します。

Note

クロスアカウントバケットは [Browse] (参照) を選択してもリストに表示されないため、バ
ケット名を入力する必要があります。

13. [IAM role] (IAM ロール) でロールを選択します。
14. [Register location] (ロケーションを登録) を選択します。
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AWS アカウント間での暗号化された Amazon S3 
ロケーションの登録

AWS Lake Formation は AWS Key Management Service (AWS KMS) と統合して、Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) ロケーション内のデータを暗号化および復号化するために、他の統合サービ
スをより簡単にセットアップできるようにします。

カスタマーマネージドキーと AWS マネージドキー の両方がサポートされています。クライアント側の暗
号化/復号化はサポートされていません。

Important

[Requester pays] (リクエスタ支払い) が有効になっている Amazon S3 バケットの登録は避けてく
ださい。Lake Formation に登録されたバケットの場合、バケットの登録に使用されるロールは常
にリクエスト元であると見なされます。別の AWS アカウントがそのバケットにアクセスしてい
て、ロールがバケット所有者と同じアカウントに属する場合、バケット所有者にデータアクセス
の料金が請求されます。

このセクションでは、以下の状況で Amazon S3 ロケーションを登録する方法について説明します。

• Amazon S3 内ロケーション内のデータが、AWS KMS で作成された KMS キーで暗号化されている。
• Amazon S3 ロケーションが AWS Glue Data Catalog と同じ AWS アカウント内にない。
• KMS キーが、Data Catalog と同じ、または異なる AWS アカウントにある。

AWS アカウント A の AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを使用した、AWS アカウント 
B 内の AWS KMS で暗号化された Amazon S3 バケットの登録には、以下の許可が必要です。

• アカウント A のロールが、アカウント B のバケットに対する許可を付与する必要があります。
• アカウント B のバケットポリシーが、アカウント A のロールにアクセス許可を付与する必要がありま

す。
• KMS キーがアカウント B にある場合は、キーポリシーがアカウント A のロールにアクセス権を付与

し、アカウント A のロールが KMS キーに対する許可を付与する必要があります。

以下の手順では、Data Catalog が含まれる AWS アカウント (前述の説明ではアカウント A) にロールを作
成します。次に、このロールを使用してロケーションを登録します。Lake Formation は、Amazon S3 内
の基盤となるデータにアクセスするときに、このロールを引き受けます。引き受けたロールには、KMS 
キーに対する必要な許可があります。その結果、ETL ジョブや Amazon Athena などの統合サービスで基
盤となるデータにアクセスするプリンシパルに、KMS キーに対する許可を付与する必要がなくなります。

Important

Lake Formation サービスリンクロールを使用して、別のアカウントにあるロケーションを登録
することはできません。その代わりに、ユーザー定義のロールを使用する必要があります。この
ロールは、「the section called “ロケーションの登録に使用されるロールの要件” (p. 109)」の要
件を満たす必要があります。サービスリンクロールの詳細については、「Lake Formation のサー
ビスリンクロール許可 (p. 305)」を参照してください。

開始する前に

「ロケーションの登録に使用されるロールの要件 (p. 109)」を確認してください。

AWS アカウント間で暗号化された Amazon S3 ロケーションを登録する

1. Data Catalog と同じ AWS アカウントで AWS Management Console にサインインして、IAM コン
ソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
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2. 新しいロールを作成するか、「the section called “ロケーションの登録に使用されるロールの要
件” (p. 109)」の要件を満たす既存のロールを表示します。そのロールに、ロケーションに対する 
Amazon S3 許可を付与するポリシーが含まれていることを確認します。

3. KMS キーが Data Catalog と同じアカウントにないという場合は、KMS キーに対する必要な許可を付
与するインラインポリシーをロールに追加します。以下は、ポリシーの例です。<cmk-region> と
<cmk-account-id> は、KMS キーのリージョンとアカウント番号に置き換えます。<key-id> は、
キー ID に置き換えます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "kms:Encrypt", 
            "kms:Decrypt", 
            "kms:ReEncrypt*", 
            "kms:GenerateDataKey*", 
            "kms:DescribeKey" 
         ], 
        "Resource": "arn:aws:kms:<cmk-region>:<cmk-account-id>:key/<key-id>" 
        } 
    ]
}

4. Amazon S3 コンソールで、必要な Amazon S3 の許可をロールに付与するバケットポリシーを追加し
ます。以下は、バケットポリシーの例です。<catalog-account-id> は Data Catalog の AWS ア
カウント番号、<role-name> はロール名、<bucket-name> はバケットの名前に置き換えてくださ
い。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect":"Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS":"arn:aws:iam::<catalog-account-id>:role/<role-name>" 
            }, 
            "Action":"s3:ListBucket", 
            "Resource":"arn:aws:s3:::<bucket-name>" 
        }, 
        { 
            "Effect":"Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS":"arn:aws:iam::<catalog-account-id>:role/<role-name>" 
            }, 
            "Action": [ 
                "s3:DeleteObject", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:PutObject" 
            ], 
            "Resource":"arn:aws:s3:::<bucket-name>/*" 
        } 
    ]
}

5. AWS KMS で、KMS キーのユーザーとしてロールを追加します。

a. AWS KMS コンソール (https://console.aws.amazon.com/kms) を開きます。次に、管理者ユー
ザーとして、またはロケーションの暗号化に使用された KMS キーのキーポリシーを変更できる
ユーザーとしてサインインします。
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b. ナビゲーションペインで [Customer managed keys] (カスタマー管理型のキー) を選択してか
ら、KMS キーの名前を選択します。

c. KMS キーの詳細ページの [Key policy] (キーポリシー) タブにキーポリシーの JSON ビューが表示
されていない場合は、[Switch to policy view] (ポリシービューへの切り替え) を選択します。

d. [Key policy] (キーポリシー) セクションで [Edit] (編集) を選択し、以下の例にあるように、ロール
の Amazon リソースネーム (ARN) を Allow use of the key オブジェクトに追加します。

Note

そのオブジェクトが欠落している場合は、例にある許可と共に追加してください。

        ... 
        { 
            "Sid": "Allow use of the key", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": [ 
                     "arn:aws:iam::<catalog-account-id>:role/<role-name>"
                ] 
            }, 
            "Action": [ 
                "kms:Encrypt", 
                "kms:Decrypt", 
                "kms:ReEncrypt*", 
                "kms:GenerateDataKey*", 
                "kms:DescribeKey" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        ...

詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「他のアカウントの
ユーザーに KMS キーの使用を許可する」を参照してください。

6. AWS Lake Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/) を開きます。デー
タレイク管理者として Data Catalog AWS アカウントにサインインします。

7. ナビゲーションペインの [Register and ingest] (登録および取り込み) で [Data lake locations] (データレ
イクのロケーション) を選択します。

8. [Register location] (ロケーションを登録) を選択します。
9. [Register location] (ロケーションの登録) ページの [Amazon S3 path] (Amazon S3 パス) に、ロ

ケーションのパスを s3://<bucket>/<prefix> として入力します。<bucket> はバケット
名、<prefix> はロケーションのパスの残りの部分に置き換えてください。

Note

クロスアカウントバケットは [Browse] (参照) を選択してもリストに表示されないため、パス
を入力する必要があります。

10. [IAM role] (IAMロール) には、ステップ 2 からのロールを選択します。
11. [Register location] (ロケーションを登録) を選択します。

Amazon S3 ロケーションの登録解除
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ロケーションを Lake Formation で管理する必要がなくなっ
た場合は、このロケーションの登録を解除できます。ロケーションの登録を解除しても、そのロケーショ
ンに対して付与されている Lake Formation データロケーション許可には影響しません。登録を解除した
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ロケーションは再登録でき、データロケーション許可は引き続き有効になります。ロケーションは、別の
ロールを使用して再登録できます。

ロケーションの登録を解除する (コンソール)

1. AWS Lake Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/) を開きます。デー
タレイク管理者、または lakeformation:RegisterResource IAM 許可を持つユーザーとしてサイ
ンインします。

2. ナビゲーションペインの [Register and ingest] (登録および取り込み) で [Data lake locations] (データレ
イクのロケーション) を選択します。

3. ロケーションを選択し、[Actions] (アクション) メニューで [Remove] (削除) を選択します。
4. 確認を求めるプロンプトが表示されたら、[Remove] (削除) を選択します。
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Data Catalog テーブルとデータベー
スの管理

AWS Lake Formation は、データレイク、データソース、変換、およびターゲットに関するメタデータを
保存するために AWS Glue Data Catalog を使用します。データソースとターゲットに関するメタデータ
は、データベースとテーブルの形式になっています。テーブルには、スキーマ情報、パーティション情
報、およびデータロケーションなどの基盤となるデータに関する情報が保存されます。データベースは
テーブルのコレクションです。Data Catalog には、リソースリンクも含まれています。これは、外部アカ
ウントの共有データベースとテーブルへのリンクで、データレイク内のデータへのクロスアカウントアク
セスに使用されます。

各 AWS アカウントには、AWS リージョンごとに 1 つの Data Catalog があります。

トピック
• データベースの作成 (p. 122)
• テーブルの作成 (p. 123)
• 管理対象テーブルの管理 (p. 123)
• テーブルの検索 (p. 140)
• AWS アカウント間での Data Catalog テーブルとデータベースの共有 (p. 142)
• 共有 Data Catalog テーブルとデータベースへのアクセスと表示 (p. 142)
• リソースリンクの作成 (p. 146)

データベースの作成
Data Catalog のメタデータテーブルは、データベース内に保存されます。データベースは必要な数だけ作
成でき、データベースごとに異なる Lake Formation 許可を付与できます。

データベースは、オプションのロケーションプロパティを持つことができます。通常、このロケーション
は Lake Formation に登録されている Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ロケーション内にあり
ます。ロケーションを指定するときは、プリンシパルに、データベースロケーション内のロケーションを
ポイントする Data Catalog テーブルを作成するためのデータロケーション許可は必要ありません。詳細に
ついては、「Underlying Data Access Control (p. 297)」を参照してください。

Lake Formation コンソールを使用してデータベースを作成するには、データレイク管理者、またはデー
タベース作成者としてサインインしている必要があります。データベース作成者は、Lake Formation 
の CREATE_DATABASE 許可を付与されたプリンシパルです。データベース作成者のリストは、Lake 
Formation コンソールの [Administrative roles and tasks] (管理ロールとタスク) ページで確認することが
できます。このリストを表示するには、lakeformation:ListPermissions IAM 許可を持っており、
データレイク管理者、または CREATE_DATABASE 許可に対する grant オプションを持つデータベース作成
者としてサインインしている必要があります。

データベースを作成する

1. AWS Lake Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/) を開き、データレ
イク管理者またはデータベース作成者としてサインインします。

2. ナビゲーションペインの [Data catalog] で [Databases] (データベース) を選択します。
3. [Create database] (データベースを作成) を選択します。
4. [Create database] (データベースの作成) ダイアログボックスで、データベース名、オプションのロ

ケーション、およびオプションの説明を入力します。
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5. オプションで、[Use only IAM access control for new tables in this database] (このデータベース内の新
しいテーブルには IAM アクセスコントロールのみを使用する) を選択します。

このオプションについては、「the section called “データレイクのデフォルトセキュリティ設定の変
更” (p. 302)」を参照してください。

6. [Create database] (データベースを作成) を選択します。

テーブルの作成
AWS Lake Formation メタデータテーブルには、スキーマ情報、パーティション情報、およびデータロ
ケーションなどのデータレイク内のデータに関する情報が含まれています。これらのテーブルは、AWS 
Glue Data Catalog に保存されます。これらは、データレイクにある基盤となるデータにアクセス
し、Lake Formation 許可でそのデータを管理するために使用します。テーブルは、Data Catalog 内のデー
タベースに保存されます。

Data Catalog テーブルを作成するには、いくつかの方法があります。

• AWS Glue でクローラを実行する。「AWS Glue デベロッパーガイド」の「クローラの定義」を参照し
てください。

• ワークフローを作成して実行する。「ワークフローを使用したデータのインポート (p. 155)」を参照し
てください。

• Lake Formation コンソール、AWS Glue API、または AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用
して、テーブルを手動で作成する。

• 外部アカウント内のテーブルへのリソースリンクを作成する。「the section called “リソースリンクの作
成” (p. 146)」を参照してください。

管理対象テーブルの管理
管理対象テーブルは、ACID (Atomic, Consistent, Isolated, and Durable) トランザクションのサポート、自
動データ圧縮、およびタイムトラベルクエリなどの AWS Lake Formation の高度な機能をいくつか提供し
ます。

トピック
• Lake Formation の管理対象テーブル (p. 123)
• 管理対象テーブルの前提条件 (p. 125)
• 管理対象テーブルの作成 (p. 126)
• 管理対象テーブルのコードサンプル (p. 127)
• 管理対象テーブルのストレージ最適化 (p. 131)
• 管理対象テーブルに関する注意点と制限 (p. 133)
• 管理対象テーブルと行フィルターのパフォーマンス最適化 (p. 135)
• 管理対象テーブルトランザクション (p. 135)

Lake Formation の管理対象テーブル
AWS Glue Data Catalog 内のメタデータテーブルは、スキーマ情報、パーティション情報、データロケー
ションなどのデータのソースとターゲットに関する情報を保存します。

Data Catalog は、管理対象テーブルと管理対象外テーブルの 2 つのタイプのメタデータテーブルをサポー
トします。管理対象テーブルは、AWS Lake Formation に固有のものです。テーブルが管理されるかどう
かは、テーブルを作成するときに指定できます。
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管理対象テーブルは、以下のような高度な機能を備えています。

ACID トランザクション

ACID (Atomic, Consistent, Isolated, and Durable) トランザクションは、テーブルの作成や更新などの 
Data Catalog 操作の整合性を保護します。これらは、複数のユーザーが Amazon S3 データレイク内
のオブジェクトの追加と削除を高い信頼性で同時に実行することを可能にしながら、他のユーザーも
引き続き同じデータセットに対して一貫的かつ最新の結果を返す分析クエリと機械学習モデルを同時
に実行できるようにします。管理対象テーブルが Amazon S3 上のデータレイクに対する読み取りま
たは書き込みに関与している場合、これらの操作はトランザクション内で行われます。

トランザクションは、マニフェスト (テーブルの基盤となるデータ内の Amazon S3 オブジェクトを定
義するメタデータ) を含む、管理対象テーブルメタデータの整合性を保護します。Amazon Athena な
どの統合された AWS のサービスは、クエリで整合性のある読み取りを提供するために管理対象テー
ブルをサポートします。AWS Glue ETL ジョブでトランザクションを使用するには、データレイク
に対する読み取りまたは書き込みを実行する前にトランザクションを開始し、完了したらトランザク
ションをコミットします。

自動データ圧縮

ETL ジョブ、および Athena などの分析サービスによるパフォーマンスを向上させるために、Lake 
Formation は、管理対象テーブルの小さな Amazon S3 オブジェクトを大きなオブジェクトに自動的に
圧縮します。

圧縮は、管理対象テーブルに対してデフォルトで有効になっています。管理対象テーブルごとに圧縮
を無効にすることができます。詳細については、「管理対象テーブルのストレージ最適化 (p. 131)」
を参照してください。

タイムトラベルクエリ

前述したように、各管理対象テーブルは、それが包含する Amazon S3 オブジェクトのバージョン管
理されたマニフェストを維持します。マニフェストの以前のバージョンは、タイムトラベルクエリに
使用できます。Athena および AWS Glue ETL ジョブでの管理対象テーブルに対するクエリには、特
定の日付けと時刻におけるデータの状態を検出したいことを示すタイムスタンプを含めることができ
ます。

Athena でタイムトラベルクエリを送信するには、FOR SYSTEM_TIME AS OF timestamp または
FOR SYSTEM_VERSION AS OF version の構文を使用します。

SELECT *  
FROM cloudtraildb.cloudtraildata
FOR SYSTEM_TIME AS OF TIMESTAMP '2021-09-30 10:00:00'

ETL ジョブスクリプトで、タイムトラベルを使用して動的フレームにデータを読み込むには、以下の
ようなコードを含めます。
Python

dynamic_frame = glueContext.create_dynamic_frame_from_catalog(database = 
 'cloudtraildb, table_name = 'cloudtraildata',  
   additional_options = {"asOfTime": "2021-09-30 10:00:00"})

Scala

val persons: DynamicFrame = glueContext.getCatalogSource(database = "cloudtraildb", 
 tableName = "cloudtraildata", 
 additional_options = JsonOptions("""{"asOfTime": "2021-09-30 
 10:00:00"}""") ).getDynamicFrame() 
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Note

Lake Formation 許可はバージョン管理されていません。タイムトラベルクエリは、常に現行
の許可に従います。例えば、時間 T1 の許可がテーブル列へのアクセスを制限しており、現行
の許可 (時間 T2) がすべての列に対するアクセス権を付与する場合、時間 T1 のデータに対す
るタイムトラベルクエリはすべての列を返します。

管理対象テーブルの前提条件
以下は、管理対象テーブルの前提条件です。

• 管理対象テーブルは Amazon S3 内のデータのみでサポートされています。Amazon S3 ロケーション
は、Lake Formation に登録されている必要があります。ロケーションの登録については、「データレイ
クへの Amazon S3 ロケーションの追加 (p. 109)」を参照してください。

• 管理対象テーブルでは、デフォルトで自動データ圧縮が有効になっています。自動データ圧縮の詳細に
ついては、「Automatic data compaction (p. 124)」を参照してください。

• トランザクション API 操作と管理対象テーブルのオブジェクト API 操作を呼び出すプリンシパルには、
次の IAM ポリシーをアタッチする必要があります。

次のポリシーで、許可の最初のブロックはトランザクションを作成して管理します。2 番目のブロック
は、管理対象テーブルからのデータの読み取りを許可します。3 番目のブロックは、プリンシパルが管
理対象テーブルのマニフェストとやり取りできるようにします。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "lakeformation:StartTransaction", 
                "lakeformation:CommitTransaction", 
                "lakeformation:CancelTransaction", 
                "lakeformation:ExtendTransaction", 
                "lakeformation:DescribeTransaction", 
                "lakeformation:ListTransactions", 

                "lakeformation:StartQueryPlanning", 
                "lakeformation:GetQueryState", 
                "lakeformation:GetWorkUnitResults", 
                "lakeformation:GetWorkUnits", 
                "lakeformation:GetQueryStatistics", 

                "lakeformation:GetTableObjects", 
                "lakeformation:UpdateTableObjects", 
                "lakeformation:DeleteObjectsOnCancel" 

            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

• VPC で実行されるジョブのトランザクションで管理対象テーブルへの読み取りまたは書き込みを実行
する予定の場合は、最初に Lake Formation VPC エンドポイントを設定する必要があります。VPC エン
ドポイントの詳細については、「AWS Lake Formation とインターフェイス VPC エンドポイント (AWS 
PrivateLink) (p. 289)」を参照してください。

IAM 許可とポリシーの詳細については、「Lake Formation 許可のリファレンス (p. 211)」を参照してく
ださい。
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管理対象テーブルの作成
管理対象テーブルは、ACID (Atomic, Consistent, Isolated, and Durable) トランザクションのサポート、自
動データ圧縮、およびタイムトラベルクエリなどの AWS Lake Formation の高度な機能をいくつか提供し
ます。管理対象テーブルは、Amazon S3 に保存されているデータのみでサポートされています。

管理対象テーブルは、AWS Lake Formation コンソール、AWS Glue API、または AWS Command Line 
Interface (AWS CLI) を使用して作成することができます。

管理対象テーブルの詳細については、「the section called “Lake Formation の管理対象テーブ
ル” (p. 123)」を参照してください。

Console

1. 管理対象テーブルを作成するための前提条件のすべてが満たされていることを確認します。詳細
については、「the section called “管理対象テーブルの前提条件” (p. 125)」を参照してくださ
い。

2. Lake Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/) を開きます。

データレイク管理者、またはターゲットデータベースに対する Lake Formation CREATE_TABLE
許可と、glue:CreateTable AWS Identity and Access Management (IAM) 許可を持つユーザー
としてサインインします。

3. ナビゲーションペインの [Data catalog] で [Tables] (テーブル) を選択します。次に、[Create 
table] (テーブルを作成) を選択します。

4. [Create table] (テーブルの作成) フォームに入力し、以下を指定します。

• [Data management and security] (データの管理とセキュリティ) で、[Enable governed data 
access and management] (管理対象データのアクセスと管理を有効にする) をオンにします。

• [Data store] (データストア) で、Lake Formation に登録されている Amazon S3 のロケーション
を指定します。

AWS Glue CLI/SDK

1. 管理対象テーブルを作成するための前提条件のすべてが満たされていることを確認します。詳細
については、「the section called “管理対象テーブルの前提条件” (p. 125)」を参照してくださ
い。

2. CreateTable 操作に追加する TableInput 構造に TableType=GOVERNED を含めて、Lake 
Formation に登録されている Amazon S3 ロケーションを指定します。

詳細については、「AWS Glue デベロッパーガイド」の「TableInput 構造」を参照してくださ
い。

以下は、Python の例です。

aws glue create-table --database-name default --table-input '{ 
   "Name":"product_table", 
   "Description":"product table for manual entries.", 
   "StorageDescriptor":{ 
      "Columns":[ 
         { "Name":"product_id", "Type":"string" }, 
         { "Name":"product_name", "Type":"string" } 
      ], 
      "Location":"s3://my_bucket_name/dbs/product_table/", 
      "InputFormat":"org.apache.hadoop.hive.ql.io.parquet.MapredParquetInputFormat", 
      "OutputFormat":"org.apache.hadoop.hive.ql.io.parquet.MapredParquetOutputFormat", 
      "Compressed":false, 
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      "NumberOfBuckets":0, 
      "SerdeInfo":{ 
         
 "SerializationLibrary":"org.apache.hadoop.hive.ql.io.parquet.serde.ParquetHiveSerDe", 
         "Parameters":{ 
         } 
      }, 
      "SortColumns":[ 
      ], 
      "StoredAsSubDirectories":false 
   }, 
   "TableType":"GOVERNED", 
   "Parameters":{ 
      "classification":"parquet", 
      "lakeformation.aso.status":"true" 
   }
}' 
   

Athena

Athena を使用した管理対象テーブルの作成方法については、「Amazon Athena ユーザーガイド」の
「ご利用開始にあたって」を参照してください。

以下はその例です。

CREATE TABLE productsdb.product_table(
product_id string,  
product_name string) 
  STORED AS PARQUET 
  LOCATION 's3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/governed-folder'  
  TBLPROPERTIES ( 
  'table_type'='LAKEFORMATION_GOVERNED', 
  'classification'='parquet'
)      
             

管理対象テーブルのコードサンプル
以下にある PySpark および Java のコードサンプルは、トランザクションを開始してコミットする方法
と、例外が発生した場合にトランザクションを停止してロールバックする方法を示すものです。

Note

Apache 寄木細工を書くために、AWS Glue ETL では、ダイナミックフレーム用に最適化された
カスタム Parquet ライタータイプのオプションを指定することで、管理されたテーブルへの書き
込みのみをサポートします。parquet フォーマットでガバメントテーブルに書き込む場合は、
テーブルパラメータの useGlueParquetWriter の値でキー true に追加する必要があります。

PySpark

これは、AWS Glue ジョブの ETL スクリプトの例です。管理対象外テーブルから管理対象テーブルに
データをコピーします。管理対象テーブルは、「管理対象テーブルの作成 (p. 126)」の手順に従って
作成、または Amazon Athena を使用して作成する必要があります。

import sys
from awsglue.utils import getResolvedOptions
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
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from awsglue.job import Job

## @params: [JOB_NAME]
args = getResolvedOptions(sys.argv, ["JOB_NAME"])
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)
spark = glueContext.spark_session
job = Job(glueContext)
job.init(args["JOB_NAME"], args)

db = "retail"
tbl = "inventory"
tx_id = glueContext.start_transaction(False)

datasource0 = glueContext.create_dynamic_frame.from_catalog( 
    database = db, table_name = tbl,  
    transformation_ctx = "datasource0")
datasource0.show()

dest_path = "s3://path_to_sales_retail_data/"

try: 
    glueContext.write_dynamic_frame.from_catalog( 
        frame = datasource0, 
        database = "retail", 
        table_name = "inventory-governed", 
        additional_options = { 
            "transactionId":tx_id 
      } 
    ) 
    glueContext.commit_transaction(tx_id)
except Exception: 
    glueContext.cancel_transaction(tx_id) 
    raise
job.commit()

以下は、AWS Glue ストリーミング ETL ジョブでトランザクションを使用する例です。

import sys
from awsglue.transforms import ApplyMapping
from awsglue.utils import getResolvedOptions
from pyspark.context import SparkContext
from awsglue.context import GlueContext
from awsglue.job import Job
from awsglue.dynamicframe import DynamicFrame 
  
args = getResolvedOptions(sys.argv, ['JOB_NAME']) 
  
sc = SparkContext.getOrCreate()
glueContext = GlueContext(sc)
spark = glueContext.spark_session
job = Job(glueContext)
job.init(args['JOB_NAME'], args) 
  
data_frame_DataSource0 = glueContext.create_data_frame.from_catalog( 
    database = "demo",  
    table_name = "kinesis_cloudtrail_demo",  
    transformation_ctx = "DataSource0",  
    additional_options = { 
        "startingPosition": "TRIM_HORIZON",  
        "inferSchema": "true" 
    }
) 
  
def processBatch(data_frame, batchId): 
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    if (data_frame.count() > 0): 
        dynamic_frame = DynamicFrame.fromDF(data_frame, glueContext, "from_data_frame") 
        dynamic_frame = ApplyMapping.apply( 
            frame = dynamic_frame,  
            mappings = [ 
                ("eventversion", "string", "eventversion", "string"),  
                ("eventtime", "string", "eventtime", "string"),  
                ("eventsource", "string", "eventsource", "string"),  
                ("eventname", "string", "eventname", "string"),  
                ("awsregion", "string", "awsregion", "string"),  
                ("sourceipaddress", "string", "sourceipaddress", "string"),  
                ("useragent", "string", "useragent", "string"),  
                ("errorcode", "string", "errorcode", "string"),  
                ("errormessage", "string", "errormessage", "string"),  
                ("requestid", "string", "requestid", "string"),  
                ("eventid", "string", "eventid", "string"),  
                ("eventtype", "string", "eventtype", "string"),  
                ("apiversion", "string", "apiversion", "string"),  
                ("readonly", "boolean", "readonly", "string"),  
                ("recipientaccountid", "string", "recipientaccountid", "string"),  
                ("sharedeventid", "string", "sharedeventid", "string"),  
                ("vpcendpointid", "string", "vpcendpointid", "string") 
            ],  
            transformation_ctx = "ApplyMapping" 
        ) 
  
        table_name = "cloudtrail_demo_sample" 
        txId = glueContext.begin_transaction(False) 
        try: 
            glueContext.write_dynamic_frame.from_catalog( 
                frame = dynamic_frame, 
                database = "demo", 
                table_name = table_name, 
                additional_options = { 
                    "transactionId":txId 
                } 
            ) 
            glueContext.commit_transaction(txId) 
        except Exception: 
            glueContext.cancel_transaction(txId) 
            raise  
  
glueContext.forEachBatch( 
    frame = data_frame_DataSource0,  
    batch_function = processBatch,  
    options = { 
        "windowSize": "100 seconds",  
        "checkpointLocation": "s3://my_checkpoint_bucket/cloudtrail_demo_sample/" 
    }
)
job.commit()

Java

以下の 2 つの Java サンプルは、トランザクション内の管理対象テーブルに対して
getTableObjects および updateTableObjects オブジェクト API 操作を使用します。これらの 
API 操作については、「API ドキュメント」を参照してください。

この最初の例は、新しいパーティションに関する情報を既存の管理対象テーブルに追加します。

インポート

import com.amazonaws.services.lakeformation.AWSLakeFormation;
import com.amazonaws.services.lakeformation.AWSLakeFormationClientBuilder;
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import com.amazonaws.services.lakeformation.model.CancelTransactionRequest;
import com.amazonaws.services.lakeformation.model.AddObjectInput;
import com.amazonaws.services.lakeformation.model.StartTransactionRequest;
import com.amazonaws.services.lakeformation.model.StartTransactionResult;
import com.amazonaws.services.lakeformation.model.CommitTransactionRequest;
import com.amazonaws.services.lakeformation.model.UpdateTableObjectsRequest;
import com.amazonaws.services.lakeformation.model.WriteOperation;

コード

AWSLakeFormation lake = AWSLakeFormationClientBuilder.standard().build();
// Begin transaction
BeginTransactionResult startTransactionResult = lake.startTransaction(new 
 StartTransactionRequest());
String transactionId = startTransactionResult.getTransactionId();
// Construct a write operation
WriteOperation write = new WriteOperation() 
        .withAddObject(new AddObjectInput() 
                .withPartitionValues("par0", "par1") 
                .withUri("s3://bucket/prefix") 
                .withETag("eTag") 
                .withSize(100L));
// Save a partition table object
try { 
    lake.updateTableObjects(new UpdateTableObjectsRequest() 
            .withDatabaseName(databaseName) 
            .withTableName(tableName) 
            .withTransactionId(transactionId) 
            .withWriteOperations(write)); 
    // Commit transaction 
    lake.commitTransaction(new 
 CommitTransactionRequest().withTransactionId(transactionId));
} catch (Exception e) { 
    // Abort transaction 
    lake.cancelTransaction(new 
 CancelTransactionRequest().withTransactionId(transactionId));
}

この 2 番目の例は、管理対象テーブルに関連付けられているすべての Amazon S3 オブジェクトを取
得して、それらを処理します。

インポート

import com.amazonaws.services.lakeformation.AWSLakeFormation;
import com.amazonaws.services.lakeformation.AWSLakeFormationClientBuilder;
import com.amazonaws.services.lakeformation.model.StartTransactionRequest;
import com.amazonaws.services.lakeformation.model.StartTransactionResult;
import com.amazonaws.services.lakeformation.model.CommitTransactionRequest;
import com.amazonaws.services.lakeformation.model.GetTableObjectsRequest;
import com.amazonaws.services.lakeformation.model.GetTableObjectsResult;
import com.amazonaws.services.lakeformation.model.PartitionObjects;
import com.amazonaws.services.lakeformation.model.TableObject;

コード

AWSLakeFormation lake = AWSLakeFormationClientBuilder.standard().build();
// Start read only transaction
StartTransactionResult startTransactionResult = lake.startTransaction(new 
 StartTransactionRequest().withReadOnly(true));
String transactionId = startTransactionResult.getTransactionId();
// Read all table objects from a table
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GetTableObjectsResult getTableObjectsResult = lake.getTableObjects( 
        new GetTableObjectsRequest() 
                .withTransactionId(transactionId) 
                .withDatabaseName(databaseName) 
                .withTableName(tableName));
for (PartitionObjects partitionObjects: getTableObjectsResult.getObjects()) { 
    for (TableObject tableObject: partitionObjects.getObjects()) { 
        // do something with the data 
    }
}
// Commit transaction
lake.commitTransaction(new 
 CommitTransactionRequest().withTransactionId(transactionId));

管理対象テーブルのストレージ最適化
管理対象テーブルは、デフォルトで有効化されたすべてのストレージ最適化機能を使用して作成されま
す。これには、データ圧縮とガベージコレクションが含まれます。

データ圧縮

管理対象テーブルの重要なユースケースは、データの小さなチャンクが Amazon S3 データレイクに連続
的に到着するストリーミングデータまたはその他のアプリケーションです。個々のテーブルは、何千個も
の Amazon S3 オブジェクトに成長する可能性があります。管理対象テーブルごとに、テーブルを構成す
るすべての Amazon S3 オブジェクトを特定するマニフェストがあります。このマニフェストは、テーブ
ルの整合性のあるビューが常に表示されることを確実にするために、バージョン管理されて、アトミック
に更新されます。

Note

データ圧縮オプティマイザは、テーブルパーティションを絶えず監視して、ファイル数とファイ
ルサイズのしきい値を超えたときに開始されます。Lake Formation は、同時クエリに支障を来た
すことなく圧縮を実行します。現在、圧縮は Parquet 形式のパーティション化されたテーブルの
みでサポートされています。

ガベージコレクション

管理対象テーブルのもう 1 つのストレージ最適化機能は、管理対象テーブルの一部ではなくなった 
Amazon S3 オブジェクトを削除することによって、ストレージコストの削減を助けます。管理対象テーブ
ルのマニフェストへのオブジェクトの追加中にトランザクションがキャンセルされた場合、オブジェクト
は自動的にクリーンアップされません。これは、データを再生成する必要なくトランザクションを再試行
できるようにするためのものです。場合によっては、キャンセルされたトランザクションからのオブジェ
クトを削除することが望ましいこともあります。

この機能を使用するには、まず DeleteObjectsOnCancel を呼び出してから S3 PutObject を呼び出
す必要があります。これは、コストを節約できるように、これらのファイルを非同期的に削除することを 
Lake Formation に指示します。DeleteObjectsOnCancel の呼び出しは、トランザクションが中断され
た場合に、Amazon S3 からオブジェクトを削除する認可を提供します。この機能を手動で無効にするこ
とはできません。中断されたトランザクションと、不要なオブジェクトの削除に関する詳細については、
「Amazon S3 書き込みのロールバック (p. 137)」を参照してください。

Note

データ圧縮は Parquet のパーティション化されたテーブルのみで機能します。

ストレージ最適化を使用するための前提条件
データ圧縮を使用する前に、「管理対象テーブルで自動データ圧縮を使用するための準備 (p. 18)」で説明
したセットアップ手順を完了する必要があります。
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管理対象テーブルのデータ圧縮の無効化と再有効化
ETL ジョブと分析サービスによるパフォーマンスを向上させるため、Lake Formation は、管理対象テーブ
ルの小さな Amazon S3 オブジェクトの大きなオブジェクトへの圧縮を自動的に実行します。データ圧縮
は、管理対象テーブルに対してデフォルトで有効になっています。個々の管理対象テーブルの圧縮を無効
にし、後ほど圧縮を再度有効にすることができます。

データ圧縮は、Lake Formation コンソールまたは AWS CLI を使用して有効化および無効化することがで
きます。

Console

管理対象テーブルのデータ圧縮を無効または再度有効にする

1. Lake Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/) を開きます。

データレイク管理者、テーブル作成者、またはテーブルに対する glue:UpdateTable 許可と 
Lake Formation ALTER 許可を付与されたユーザーとしてサインインします。

2. ナビゲーションペインで [Table] (テーブル) を選択します。
3. テーブル名の横にあるオプションボタンを選択して、[Actions] (アクション) メニューの [Edit] (編

集) を選択します。

Note

管理対象テーブルを必ず選択します。管理対象テーブルの [Governance] (ガバナンス) 列
に [Enabled] (有効) と表示されます。

4. [Edit table] (テーブルの編集) ページで、以下のいずれかを実行します。

• [Data management and security] (データの管理とセキュリティ) で、[Automatic compaction]
(自動圧縮) オプションのチェックボックスをオンまたはオフにします。

5. [Save (保存)] を選択します。

AWS CLI

例として、圧縮を無効にするには以下の AWS CLI コマンドを使用できます。

aws update-table-storage-optimizer --database-name database-name --table-name table-
name
 --storage-optimizer-config '{"compaction" :{"is_enabled": "false"}}')

テーブルのデータ圧縮を再度有効にするには、同様のコードを使用しますが、is_enabled の値を
true に設定します。

管理対象テーブルの圧縮ステータスのチェック
管理対象テーブルについては、コンソールでテーブルを表示するか、AWS CLI コマンドを実行することに
よって、キャンセルされたトランザクションオプティマイザのデータ圧縮とオブジェクト削除のステータ
スを確認することができます。

Console

管理対象テーブルの圧縮ステータスをチェックする

1. Lake Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/) を開きます。
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データレイク管理者、テーブル作成者、またはテーブルに対する glue:GetTable 許可と何らか
の Lake Formation 許可を付与されたユーザーとしてサインインします。

2. ナビゲーションペインで [Table] (テーブル) を選択します。
3. [Tables] (テーブル) ページで、テーブル名を選択します。
4. [Table details] (テーブルの詳細) で [Governance and acceleration details] (ガバナンスとアクセラ

レーションの詳細) セクションまでスクロールダウンします。

AWS CLI

以下のようなコマンドを使用して、特定のテーブルに関連付けられているすべてのアクセラレーショ
ンの設定と最終実行ステータスを表示します。

aws list-table-storage-optimizers --database-name database-name --table-name table-name

以下は、このコマンドの応答例です。

[ 
    { 
        StorageOptimizerType: "compaction",  
        config: { 
            "state": "enabled" 
        }, 
        errorMessage: "", 
        lastRunDetails: "lastRunTime: December 14, 2021. Compacted 1000 objects" 
    }, 
    { 
        StorageOptimizerType: "garbage_collection",  
        config: { 
           "state": "disabled" 
        }, 
        errorMessage: "IAM role is missing DeleteObject permissions", 
        lastRunDetails: "lastRunTime: December 14, 2021. Collected 1000 objects" 
    }
]

管理対象テーブルに関する注意点と制限
管理対象テーブルに関しては、以下の注意点と制限に留意してください。
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• 現在、管理対象テーブルのクエリをサポートしているのは、Amazon Athena、Amazon Redshift 
Spectrum、および AWS Glue ETL スクリプトのみです。Athena クエリは読み取り専用に制限されてい
ます。

• Amazon Redshift Spectrum からの Lake Formation テーブルのクエリについては、「Amazon Redshift 
デベロッパーガイド」の「AAWS Lake Formation で Redshift Spectrum を使用する」を参照してくださ
い。

• 管理対象テーブルは、AWS Glue が暗号キーを管理する保管時の暗号化が適用されたデータに対して
通常通り機能します。管理対象テーブルが格納される Amazon S3 ロケーションに関連付けられた IAM 
ロールには、AWS KMS 許可が必要です。

• 管理対象テーブルは、Data Catalog メタデータ暗号化が有効化された状態で通常どおりに機能します。
管理対象テーブルが格納される Amazon S3 ロケーションに関連付けられた IAM ロールには、AWS 
KMS 許可が必要です。さらに、キーを暗号化または復号する許可を IAM ロールと Lake Formation サー
ビスに付与する必要があります。

• 暗号化された管理対象テーブルにデフォルトの Lake Formation SLR ロールを使用することはできませ
ん。Amazon S3、AWS KMS、および CloudWatch ポリシーを持つカスタム IAM ロールを使用する必要
があります。

• AWS Management Consoleで管理対象テーブルを作成するには、Lake Formation コンソールを使用する
必要があります。AWS Glue コンソールは使用できません。

• データ圧縮には、Parquet 形式のファイルを持つパーティション化されたテーブルのみがサポートされ
ます。

• 既存の非管理対象テーブルを管理対象テーブルに変換することはできず、既存の管理対象テーブルを非
管理対象テーブルに変換することもできません。

• AWS Glue クローラは管理対象テーブルをサポートしません。
• 管理対象テーブルに対する読み取りと書き込みに Apache Spark DataFrames を使用することはできませ

ん。
• プッシュダウン述語は AWS Glue ETL でサポートされていません。
• 30 分の期間内に 250 個を超えるパーティションへの書き込みをアクティブに実行する場合、データ圧

縮にかかる時間が通常より長くなる可能性があります。
• AWS Glue ETL で管理対象テーブルが動的フレームを使用して読み取られる場合、以下の機能はサポー

トされません。
• ジョブのブックマーク
• 上限を設定した実行
• プッシュダウン述語
• サーバー側でのカタログパーティション述語
• enableUpdateCatalog

• 管理対象テーブルでは以下の AWS Glue API 操作が許可されません。
• CreatePartition
• BatchCreatePartition
• UpdatePartition
• BatchUpdatePartitions
• DeletePartition
• BatchDeletePartition
• GetPartition
• BatchGetPartition

管理対象テーブルに対するパーティション操作はトランザクションをサポートする API 操作を使用し
て実行する必要があることが、これらの制限の理由です。詳細については、「管理対象テーブルのオブ
ジェクト API オペレーション」を参照してください。

これに加えて、UpdateTable API 操作に対する制限もあります。テーブルタイプの更新、パーティ
ションキーの変更、またはテーブルロケーションの変更を行うことはできません。
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• 管理対象テーブルマニフェスト内のオブジェクトが Amazon S3 で作成され、管理対象テーブルに追加
された後は、オブジェクトを変更しないでください。Amazon S3 はオブジェクトが何度も書き込まれる
ことを許可しますが、Lake Formation では、データレイク内のオブジェクトがライトワンスであること
を前提としています。

• Amazon S3 オブジェクトは、一度に 1 つの管理対象テーブルのみに追加できます。複数のアクティブな
トランザクション内にある同じ Amazon S3 オブジェクトを、複数の管理対象テーブルに追加しないこ
とを強くお勧めします。

管理対象テーブルと行フィルターのパフォーマンス最
適化
管理対象テーブルと、行およびセルレベルのセキュリティを適用したテーブルは、Lake Formation スト
レージ API を使用してデータにアクセスします。ストレージ API は一貫的に許可を適用し、データの整合
性のあるビューを返します。以下の考慮事項に注意してください。

• ストレージ API を使用すると、エンジンから Lake Formation に述語をプッシュし、データのスキャン
方法を最適化できます。これらの述語は、Lake Formation とクエリエンジンの間でデータを読み取って
転送する量を減らすことで、クエリのパフォーマンスを向上させることができます。

• サポートされない述語は、最適化なしで渡されます。結果はクエリエンジンに返され、そこでさらなる
最適化を実行できます。以下の述語はサポートされていません。
• LIKE 演算子 – SELECT column1 FROM table1 where column2 LIKE ‘%some_value%’ など
• 同じテーブルの 2 つの異なる列に対する OR 演算子 – SELECT column1 FROM table1 where 
column2 = ‘value1’ OR column2 = ‘value2’ など

• LIMIT – SELECT column1 from table1 LIMIT 100 など
• 現在、集計のプッシュダウンはサポートされていません。

管理対象テーブルトランザクション
AWS Lake Formation は、Amazon S3 オブジェクトで構成された管理対象テーブルの読み取りと書き込み
時、および Data Catalog 内のテーブルメタデータの作成と更新時に ACID (Atomic, Consistent, Isolated, 
and Durable) トランザクションをサポートします。トランザクションは、管理対象テーブルマニフェスト 
(トランザクションデータ操作) と、スキーマなどその他のテーブルメタデータ (トランザクションメタデー
タ操作) の整合性を維持します。以下は、管理対象テーブルに対するトランザクションの一般的なユース
ケースです。

• 新しいテーブルに対する ETL – このユースケースでは、トランザクションの開始、データソースからの
読み取り、データレイク内の登録済み Amazon S3 ロケーションであるデータシンクへの書き込み、お
よびデータシンク用の Data Catalog での管理対象テーブルの作成を実行する AWS Glue の抽出、変換、
ロード (ETL) ジョブが考えられます。ある時点で ETL スクリプトが失敗を検出する場合、スクリプトは
トランザクションをキャンセルでき、その結果、以下が行われます。
• カタログから管理対象テーブルが削除されます。
• 新しいオブジェクトのそれぞれが Amazon S3 に書き込まれる前にスクリプトが Lake Formation
DeleteObjectsOnCancel API 操作を呼び出す場合、Lake Formation は、そのトランザクショ
ン内で Amazon S3 に書き込まれたすべてのオブジェクトの削除も実行します。詳細については、
「Amazon S3 書き込みのロールバック (p. 137)」を参照してください。

• テーブルの更新 – 既存の管理対象テーブルに対して、ETL ジョブがトランザクションを開始
し、Amazon S3 に新しいオブジェクトを書き込み、UpdateTableObjects API 操作を使用することで
テーブルマニフェストを更新するとしましょう。スクリプトが失敗を検出する場合、スクリプトはトラ
ンザクションをキャンセルでき、その結果として以下が行われます。
• テーブルマニフェストが、トランザクションが開始される前の状態に復元されます。
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• 新しいオブジェクトのそれぞれが Amazon S3 に書き込まれる前に、スクリプトが Lake Formation
DeleteObjectsOnCancel API 操作を呼び出す場合、Lake Formation は、そのトランザクション内
で Amazon S3 に書き込まれたすべてのオブジェクトの削除も実行します。

• スキーマ更新 – Amazon S3 にストリーミングデータシンクがある既存の管理対象テーブルにについて、
ストリーミング ETL ジョブがデータ内に追加のテーブル列があると判断する場合、ジョブはトランザク
ション内でテーブルスキーマを更新することができます。失敗が発生すると、ジョブはトランザクショ
ンをキャンセルできます。この場合、テーブルスキーマはトランザクションが開始される前の状態に復
元されます。

• タイムトラベルクエリ – Lake Formation は、データレイク内のデータの変化に伴って、テーブルメタ
データの複数のバージョン (スナップショット) を維持します。スキーマが変更された場合でも、時間を
遡ってデータをクエリできます。

管理対象テーブルの詳細については、「Lake Formation の管理対象テーブル (p. 123)」を参照してくだ
さい。

トピック
• トランザクションデータ操作 (p. 136)
• 管理対象テーブルでのコミットプロセス (p. 137)
• Amazon S3 書き込みのロールバック (p. 137)
• トランザクションメタデータ操作 (p. 138)
• トランザクションをサポートする Lake Formation API 操作 (p. 139)
• トランザクションのコーディングに関するベストプラクティス (p. 140)

トランザクションデータ操作
Lake Formation の ACID トランザクションは、スナップショット分離を提供します。これは、データレイ
クに対する各クエリの読み取り一貫性を維持しながら、Amazon S3 オブジェクトを追加および削除するこ
とによって、管理対象テーブルの更新を高い信頼性で同時に実行するために、複数のジョブを有効にしま
す。

ACID トランザクションが提供する読み取り一貫性の例としては、ユーザーが、売上高を集計するため
に、Amazon Athena でテーブルのすべてのパーティションをスキャンするクエリを開始するという場合が
あります。スキャンの進行中、かつスキャンが完了する前に、ETL ジョブがテーブルにパーティションを
追加します。ユーザーがトランザクション内でクエリを実行した場合、ユーザーにはクエリを開始した時
点のテーブルの状態を反映するクエリ結果が表示されます。この結果には、ジョブによって作成された新
しいパーティションからのデータは含まれません。

トランザクションの一部を担う Lake Formation 操作は、AWS Glue Data Catalog 内の管理対象テーブルに
アクセスし、それらを変更します。トランザクションには、複数の管理対象テーブルが関与する場合があ
ります。

トランザクションは、管理対象テーブルを構成する Amazon S3 オブジェクトを定義するメタデータ (マニ
フェスト)、およびテーブルスキーマが関与する変更の ACID プロパティも提供します。管理対象テーブル
の詳細については、「Lake Formation の管理対象テーブル (p. 123)」を参照してください。

管理対象テーブルが関与する場合、Athena などの統合された AWS のサービスは、トランザクション内で
クエリを自動的に実行します。AWS Glue ETL ジョブでトランザクションを使用するために、ジョブスク
リプトがデータレイクに対する読み取りまたは書き込みを実行する前にトランザクションを開始し、トラ
ンザクション内の操作のトランザクション ID を参照して、完了時にトランザクションをコミットします。
読み取りまたは書き込み操作が失敗する場合、ジョブスクリプトはその操作を再試行、またはオプション
でトランザクションをキャンセルできます。また、読み取りを行う過去の時点を指定することによって、
クエリでトランザクションを使用することもできます。
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Lake Formation は、Lake Formation が競合する書き込みなどの特定の失敗を検出する場合に、トランザク
ションを自動的にキャンセルすることがあります。「トランザクションデータ操作 (p. 136)」で説明され
ているように、トランザクションのキャンセルは、すべての操作がロールバックされる原因になります。

Lake Formation が長時間実行されるトランザクション (例えば、何時間も実行される Spark ETL ジョブな
ど) と、クラッシュが原因で放棄されたトランザクションを区別できるようにするには、長時間実行され
る書き込みトランザクションがハートビート API 操作の ExtendTransaction を定期的に呼び出す必要
があります。これは、読み取り専用トランザクションには必要ありません。Lake Formation は、アイドル
時間が長すぎるトランザクションを自動的にキャンセルします。

管理対象テーブルでのコミットプロセス
管理対象テーブルに対する変更は、トランザクションのコンテキスト内で行う必要があります。ETL ジョ
ブがトランザクション ID を明示的に指定せずに管理対象テーブルに対する操作を実行する場合、Lake 
Formation は自動的にトランザクションを開始し、操作の最後にトランザクションをコミット (またはキャ
ンセル) します。これは、単一ステートメントトランザクションと呼ばれます。

書き込み操作を伴うトランザクションについては、CommitTransaction への呼び出しによってトラ
ンザクションが COMMIT_IN_PROGRESS 状態に移行します。内部バックグラウンドプロセスは、トラ
ンザクションを COMMITTED ステータスに移動する前に、トランザクションの変更を管理対象テーブ
ルに適用します。したがって、CommitTransaction の呼び出しの直後に行った読み取り操作は、書
き込み操作の結果を反映する場合と反映しない場合があります。書き込み操作の結果を確実に読み取
るためには、トランザクションのステータスが COMMITTED に変わるまで待つ必要があります。これ
は、CommitTransaction または DescribeTransaction API 操作を呼び出すことで確認できます。単
一ステートメントトランザクションの読み取り操作も、同じ動作を示します。

Amazon S3 書き込みのロールバック
トランザクションが自動的に、または CancelTransaction の呼び出しによってキャンセルされた場合で
も、Lake Formation がユーザーの許可なく Amazon S3 に書き込まれたデータを削除することはありませ
ん。トランザクション中に行われた書き込みをロールバックする許可を Lake Formation に付与するには、
コードが、トランザクションがキャンセルされた場合に削除できる Amazon S3 オブジェクトをリストす
る DeleteObjectsOnCance API 操作 を呼び出す必要があります。DeleteObjectsOnCancel は、書き込
みを行う前に呼び出すことをお勧めします。

AWS Glue ETL ライブラリ関数の write_dynamic_frame.from_catalog() には、書き込み
前に DeleteObjectsOnCancel を自動的に呼び出すオプションが含まれています。以下の例で
は、additional_options 引数に callDeleteObjectsOnCancel オプションが含まれていま
す。False の値が start_transaction の read_only 引数に渡されるため、このトランザクションは
読み取り専用トランザクションではありません。

transactionId = glueContext.start_transaction(False)

try: 
    datasink0 = glueContext.write_dynamic_frame.from_catalog( 
        frame = datasource0,  
        database="MyDatabase",  
        table_name="MyGovernedTable",  
        additional_options={ 
            "partitionKeys":["key1", "key2"],  
            "transactionId":transactionId,  
            "callDeleteObjectsOnCancel":"true" 
        } 
    ) 
    glueContext.commit_transaction(transactionId)

except: 
    glueContext.cancel_transaction(transactionId)
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トランザクションメタデータ操作
管理対象テーブルのメタデータには、以下が含まれます。

• テーブルスキーマ
• Amazon S3 テーブルオブジェクトのマニフェスト
• バージョン履歴
• 許可

管理対象テーブルのマニフェストに対して変更を行うときは、アプリケーションも Data Catalog 内のス
キーマをトランザクション的に変更できます。メタデータに対するトランザクションを提供した結果とし
て、データに対してタイムトラベルクエリを実行したり、過去に存在していた状態のデータをクエリした
りすることができます。

例えば、AWS Glue テーブルの API 操作は、アプリケーションによる管理対象テーブルのメタデータ
の作成、更新、または削除を許可するために、オプションのトランザクション ID を使用します。これ
が、StartTransaction API によって返されるトランザクション ID です。

トランザクションがコミットされると、テーブルメタデータのスナップショットが作成され、トランザ
クション ID に関連付けられます。API 操作は、このトランザクション ID を渡すことで、特定のスナップ
ショットを参照できます。例えば、abc というトランザクション ID で UpdateTable を呼び出し、その
後、別の更新 xyz でスキーマを変更したとします。この場合、ユーザーはトランザクション ID abc を使
用して GetTable を呼び出すことができ、GetTable は、トランザクション ID abc をコミットしたときの
状態のスキーマを受け取ります。

トランザクションメタデータのもう 1 つのユースケースは、GetTable または GetTables 操作を使用し
て、指定された時点でのテーブルのメタデータを読み取るタイムトラベルクエリを実行することです。

トランザクションメタデータ操作をサポートする API 操作

以下の AWS Glue API 操作は、トランザクションメタデータ操作をサポートします。それぞれの説明で
は、トランザクション ID (StartTransaction または start_transaction によって返されたもの) が 
API コールに渡され、ある時点でコミットが行われることを前提としています。

API 操作 説明

CreateTable トランザクションをコミットするとき (トランザクション ID を使用して
CommitTransaction API を呼び出すとき) に、Data Catalog にテーブルを
作成します。

UpdateTable テーブルのメタデータを更新します。トランザクションがコミットされた
ら、テーブルメタデータの新しいスナップショットを作成します。スナップ
ショットは、トランザクション ID によってインデックスされます。

DeleteTable,
BatchDeleteTable

トランザクションのコミット時にテーブルを削除します。すべてのスナップ
ショットが削除されます。

GetTable オプションで、TransactionId または QueryAsOfTime のパラメータを使
用できます。

TransactionId を渡す場合は、操作が一致するスナップショットを取得
し、トランザクションがコミットされた時点のテーブルメタデータを返しま
す。

QueryAsOfTime パラメータを渡す場合は、指定された時点のテーブルメタ
データを返します。
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API 操作 説明

GetTables オプションで、TransactionId または QueryAsOfTime のパラメータを使
用できます。

どちらのパラメータも渡されない場合、操作は管理対象テーブルと管理対象
外テーブルの両方を返します。TransactionId または QueryAsOfTime パ
ラメータを渡す場合は、管理対象テーブルのみを返します。

TransactionId を渡す場合は、トランザクションがコミットされた時点の
テーブルのメタデータを返します。

QueryAsOfTime パラメータを渡す場合、操作は指定された時点のテーブル
のメタデータを返します。

トランザクションメタデータ操作の制限

以下は、トランザクションメタデータ操作の現在の制限です。

• Lake Formation は、Data Catalog にデータベースを追加する、または Data 
Catalog 内のデータベースを変更するときのトランザクション操作 (例え
ば、CreateDatabase、UpdateDatabase、GetDatabase など) をサポートしません。

• Lake Formation は、Data Catalog 内のデータベースの変更に対するタイムトラベル読み取りをサポート
しません。

• Lake Formation は、テーブルパーティションを追加または変更するときのトランザクション操作 (例え
ば、CreatePartition、BatchUpdatePartition など) をサポートしません。パーティションキー
は、テーブルオブジェクトを調べることで特定できます。

トランザクションをサポートする Lake Formation API 操作
Lake Formation は、トランザクションをサポートするために、以下の API 操作を提供します。

API 操作 説明

StartTransaction 新しいトランザクションを開始し、そのトランザクション ID を返します。

CommitTransaction 指定された TransactionId を持つトランザクションのコミットを試みま
す。成功すると、トランザクション中に行われたすべての変更が永続化され
ます。

CancelTransaction 指定された TransactionId に関連付けられたトランザクションを停止しま
す。トランザクション中に行われたすべての変更がロールバックされます。

ExtendTransaction 指定されたトランザクション (TransactionId) が引き続きアクティブであ
り、キャンセルすべきではないことを示します。アイドルトランザクション
の現在のタイムアウト時間は 30 秒です。読み取り専用トランザクションには
必要ありません。

DescribeTransaction その TransactionId によって特定されたトランザクションのステータス 
(ACTIVE、COMMITTED、または ABORTED) を返します。

ListTransactions コミットされていないトランザクション、およびタイムトラベルに利用でき
るトランザクションのトランザクション ID、ステータス、開始時間、および
終了時刻を返します。
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API 操作 説明

DeleteObjectsOnCancel現在のトランザクション (TransactionId によって指定されるもの) 中に書
き込まれる Amazon S3 オブジェクトのリストを返します。トランザクション
がキャンセルされる場合、Lake Formation はこれらのオブジェクトを自動的
に削除します。

GetTableObjects 指定された管理対象テーブルを構成する Amazon S3 オブジェクトのセットを
返します。タイムトラベルクエリには、トランザクション ID またはタイムス
タンプを指定できます。

UpdateTableObjects 指定された管理対象テーブルを構成する Amazon S3 オブジェクトのマニフェ
ストを更新します。

トランザクションのコーディングに関するベストプラクティス
以下は、トランザクション用の AWS Glue ETL スクリプトのコーディングに関するベストプラクティスで
す。

• トランザクションを開始するときは、例外が発生した場合にトランザクションをキャンセルする例外処
理があることを確認します。例については、「Amazon S3 書き込みのロールバック (p. 137)」を参照
してください。

• ジョブが「トランザクションメタデータ操作をサポートする API 操作 (p. 138)」にリストされている 
API のいずれかを使用する場合は、トランザクション ID を指定して、トランザクションが失敗または
キャンセルされた場合にクリーンアップできるようにします。

• システムは、さまざまな理由でトランザクションをキャンセルできることに留意してくださ
い。ExtendTransaction API を使用して、長時間実行されるトランザクションがキャンセルされない
ようにします。

• キャンセルされたトランザクション内で操作を実行しようとする
と、TransactionCanceledException が発生するため、コードがその例外を処理する必要がありま
す。DescribeTransaction API 操作を使用して、操作を試みる前にトランザクションのステータスを
確認することができます。

• AWS Glue ETL ジョブスクリプト内でのトランザクションの管理については、GlueContext のトラン
ザクション関数を Python または Scala で参照してください。

テーブルの検索
AWS Lake Formation コンソールを使用して、Data Catalog テーブルを名前、ロケーション、テーブルが
含まれるデータベースなどで検索することができます。検索結果には、Lake Formation 許可を持つテーブ
ルのみが表示されます。

テーブルを検索する (コンソール)

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

2. ナビゲーションペインで [Table] (テーブル) を選択します。
3. ページの上部にある検索フィールドにカーソルを置きます。このフィールドには、[Find table by 

properties] (プロパティでテーブルを検索) というプレースホルダテキストが表示されています。

検索に使用できるさまざまなテーブルプロパティを示す [Properties] (プロパティ) メニューが表示され
ます。
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4. 以下のいずれかを実行します。

• テーブルが含まれるデータベースで検索します。
1. [Properties] (プロパティ) メニューから [Databases] (データベース) を選択し、表示される

[Databases] (データベース) メニューからデータベースを選択するか、データベース名を入力し
て [Enter] キーを押します。

データベースにある、許可を持っているテーブルがリストされます。
2. (オプション) このリストをデータベース内の単一のテーブルに絞り込むには、もう 1 度検索

フィールドにカーソルを置き、[Properties] (プロパティ) メニューから [Name] (名前) を選択し
て、表示される [Tables] (テーブル) メニューからテーブル名を選択するか、テーブル名を入力し
て [Enter] キーを押します。

単一のテーブルがリストされ、検索フィールドの下にデータベース名とテーブル名の両方がタイ
ルとして表示されます。

フィルターを調整するには、どちらかのタイルを閉じるか、[Clear filter] (フィルターをクリア) を
選択します。

• 他のプロパティで検索します。
1. [Properties] (プロパティ) メニューから検索プロパティを選択します。

AWS アカウント ID で検索するには、[Properties] (プロパティ) メニューから [Catalog ID] (カタ
ログ ID) を選択し、有効な AWS アカウント ID (111122223333 など) を入力して、[Enter] キーを
押します。

ロケーションで検索するには、[Properties] (プロパティ) メニューから [Location] (ロケーション) 
を選択し、表示される [Location] (ロケーション) メニューからロケーションを選択します。選択
したロケーション (Amazon S3 など) のルートロケーションにあるすべてのテーブルが返されま
す。
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AWS アカウント間での Data Catalog テーブルと
データベースの共有

Data Catalog リソース (データベースとテーブル) に対する Lake Formation 許可を外部の AWS アカウン
トに付与することで、これらのリソースを外部アカウントと共有することができます。ユーザーはその
後、複数のアカウントにまたがるテーブルを結合してクエリするクエリとジョブを実行できるようになり
ます。制限はいくつかありますが、Data Catalog リソースを別のアカウントと共有する場合、そのアカウ
ント内のプリンシパルは、そのリソースをプリンシパルの Data Catalog 内にあるかのように操作すること
ができます。

リソースは、外部の AWS アカウント内の特定のプリンシパルと共有するのではなく、AWS アカウントま
たは組織と共有します。AWS 組織とリソースを共有する場合は、その組織にあるすべてのレベルのすべ
てのアカウントとリソースを共有することになります。共有後、各外部アカウントのデータレイク管理者
が、そのアカウント内のプリンシパルに共有リソースに対する許可を付与する必要があります。

詳細については、「Lake Formation でのクロスアカウントデータ共有 (p. 189)」および「Data Catalog 
リソースに対する許可の付与と取り消し (p. 169)」を参照してください。

以下も参照してください。

• 共有 Data Catalog テーブルとデータベースへのアクセスと表示 (p. 142)
• 前提条件 (p. 191)

共有 Data Catalog テーブルとデータベースへのア
クセスと表示

データレイク管理者、および許可を付与されたプリンシパルには、AWS アカウントと共有されているリ
ソースが、アカウント内のリソースであるかのように Data Catalog に表示されます。コンソールには、リ
ソースを所有するアカウントが表示されます。

アカウントと共有されているリソースは、Lake Formation コンソールを使用することで表示できます。ま
た、AWS Resource Access Manager (AWS RAM) コンソールを使用することで、名前付きリソース方式を
使用してアカウントと共有されたリソースと、他の AWS アカウントと共有したリソースの両方を表示す
ることもできます。

Important

誰かが名前付きリソース方式を使用して Data Catalog リソースに対するクロスアカウント許
可をアカウントまたは AWS 組織に付与する場合、Lake Formation は AWS Resource Access 
Manager (AWS RAM) サービスを使用してリソースを共有します。アカウントが付与する側のア
カウントと同じ AWS 組織内にある場合は、共有リソースをただちに使用できるようになります
が、
アカウントが同じ組織内にない場合は、AWS RAM がリソース共有を承諾または拒否するための
招待をアカウントに送信します。その後、共有リソースを利用可能にするために、アカウントの
データレイク管理者が AWS RAM コンソールまたは CLI を使用して招待を承諾する必要がありま
す。
承諾待ちの AWS RAM リソース共有招待がある場合は、Lake Formation コンソールがアラート
を表示します。アラートを受け取るのは、AWS RAM 招待を表示する権限があるユーザーのみで
す。

以下も参照してください。

• AWS アカウント間での Data Catalog テーブルとデータベースの共有 (p. 142)
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• Lake Formation でのクロスアカウントデータ共有 (p. 189)
• 共有テーブルの基盤となるデータへのアクセス (p. 203)
• 「メタデータのアクセスコントロール (p. 295)」(リソースを共有するための名前付きリソー

ス方式と LF-TBAC 方式に関する情報)

トピック
• AWS RAM からのリソース共有招待の承諾 (p. 143)
• 共有 Data Catalog テーブルとデータベースの表示 (p. 144)

AWS RAM からのリソース共有招待の承諾
Data Catalog のリソースが AWS アカウントと共有され、そのアカウントが共有元のアカウントと同じ 
AWS 組織内にない場合は、AWS Resource Access Manager (AWS RAM) からリソース共有招待を承諾す
るまで共有リソースにアクセスできません。データレイク管理者として、まず保留中の招待について AWS 
RAM をクエリし、その後で招待を承諾する必要があります。

招待の表示と承諾には、AWS RAM コンソール、API、または AWS Command Line Interface (AWS CLI) 
を使用できます。

AWS RAM からのリソース共有招待を表示して承諾する (コンソール)

1. リソース共有招待を表示して承諾するために必要な AWS Identity and Access Management (IAM) 許可
があることを確認します。

データレイク管理者に推奨される IAM ポリシーについては、「the section called “データレイク管理
者の許可” (p. 328)」を参照してください。

2. AWS RAM ユーザーガイドの「招待の受け入れと拒否」にある手順を実行します。

AWS RAM からのリソース共有招待を表示して承諾する (AWS CLI)

1. リソース共有招待を表示して承諾するために必要な AWS Identity and Access Management (IAM) 許可
があることを確認します。

データレイク管理者に推奨される IAM ポリシーについては、「the section called “データレイク管理
者の許可” (p. 328)」を参照してください。

2. 以下のコマンドを入力して、保留中のリソース共有招待を表示します。

aws ram get-resource-share-invitations

出力は以下のようになります。

{ 
    "resourceShareInvitations": [ 
        { 
            "resourceShareInvitationArn": "arn:aws:ram:us-east-1:111122223333:resource-
share-invitation/a93aa60a-1bd9-46e8-96db-a4e72eec1d9f", 
            "resourceShareName": "111122223333-123456789012-uswuU", 
            "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-east-1:111122223333:resource-
share/2a4ab5fb-d859-4751-84f7-8760b35fc1fe", 
            "senderAccountId": "111122223333", 
            "receiverAccountId": "123456789012", 
            "invitationTimestamp": 1589576601.79, 
            "status": "PENDING" 
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        } 
    ]
}

PENDING のステータスに注意してください。
3. resourceShareInvitationArn キーの値をクリップボードにコピーします。
4. その値を以下のコマンドに貼り付けて <invitation-arn> を置き換え、コマンドを入力します。

aws ram accept-resource-share-invitation --resource-share-invitation-arn <invitation-
arn>

出力は以下のようになります。

{ 
    "resourceShareInvitations": [ 
        { 
            "resourceShareInvitationArn": "arn:aws:ram:us-east-1:111122223333:resource-
share-invitation/a93aa60a-1bd9-46e8-96db-a4e72eec1d9f", 
            "resourceShareName": "111122223333-123456789012-uswuU", 
            "resourceShareArn": "arn:aws:ram:us-east-1:111122223333:resource-
share/2a4ab5fb-d859-4751-84f7-8760b35fc1fe", 
            "senderAccountId": "111122223333", 
            "receiverAccountId": "123456789012", 
            "invitationTimestamp": 1589576601.79, 
            "status": "ACCEPTED" 
        } 
    ]
}

ACCEPTED のステータスに注意してください。

共有 Data Catalog テーブルとデータベースの表示
アカウントと共有されているリソースは、Lake Formation コンソール、または AWS CLI を使用するこ
とで表示できます。AWS Resource Access Manager (AWS RAM) コンソールまたは CLI を使用すること
で、アカウントと共有されたリソースと、他の AWS アカウントと共有したリソースの両方を表示するこ
ともできます。

Lake Formation コンソールを使用して共有リソースを表示する

1. Lake Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/) を開きます。

データレイク管理者、または共有テーブルに対する許可を付与されたユーザーとしてサインインしま
す。

2. AWS アカウントと共有されたリソースを表示するには、以下のいずれかを実行します。

• アカウントと共有されたテーブルを表示するには、ナビゲーションペインで [Tables] (テーブル) を
選択します。

• アカウントと共有されたデータベースを表示するには、ナビゲーションペインで [Databases] (デー
タベース) を選択します。

コンソールに、アカウント内のデータベースまたはテーブル、およびアカウントと共有されたデータ
ベースまたはテーブルの両方のリストが表示されます。アカウントと共有されたリソースについて
は、コンソールの [Owner account ID] (所有者アカウント ID) 列に所有者の AWS アカウント ID が表
示されます (以下のスクリーンショットでは 3 番目の列)。
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3. 他の AWS アカウントまたは組織と共有したリソースを表示するには、ナビゲーションペインで [Data 
permissions] (データの許可) を選択します。

共有したリソースは、以下の画像にあるように [Data permissions] (データの許可) ページにリストさ
れ、[Principal] (プリンシパル) 列に外部アカウント番号が表示されます。

AWS RAM コンソールを使用して共有リソースを表示する

1. AWS RAM を使用して共有リソースを表示するために必要な AWS Identity and Access Management 
(IAM) 許可があることを確認します。

少なくとも ram:ListResources 許可が必要です。この許可は、AWS マネージドポリシーの
AWSLakeFormationCrossAccountManager に含まれています。

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

3. 以下のいずれかを実行します。

• ユーザーが共有したリソースを表示するには、ナビゲーションペインの [Shared by me] (自分が共
有) で [Shared resources] (共有リソース) を選択します。

• ユーザーと共有されているリソースを表示するには、ナビゲーションペインの [Shared by me] (自
分と共有) で [Shared resources] (共有リソース) を選択します。
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リソースリンクの作成
リソースリンクは、メタデータデータベースとテーブルへのリンクである Data Catalog オブジェクトで、
ほとんどの場合、他の AWS アカウントからの共有データベースとテーブルに対するものです。これは、
データレイク内のデータへのクロスアカウントアクセスの有効化に役立ちます。

トピック
• Lake Formation でのリソースリンクの仕組み (p. 146)
• 共有 Data Catalog テーブルへのリソースリンクの作成 (p. 148)
• 共有 Data Catalog データベースへのリソースリンクの作成 (p. 150)
• AWS Glue API でのリソースリンク処理 (p. 151)

Lake Formation でのリソースリンクの仕組み
リソースリンクは、ローカルまたは共有のデータベースまたはテーブルへのリンクである Data Catalog オ
ブジェクトです。データベースまたはテーブルへのリソースリンクを作成すると、そのデータベース名や
テーブル名を使用する場所ならどこでもリソースリンク名を使用することができます。テーブルのリソー
スリンクは、glue:GetTables() によってユーザーが所有するテーブル、またはユーザーと共有された
テーブルとともに返され、Lake Formation コンソールの [Tables] (テーブル) ページにエントリとして表示
されます。データベースへのリソースリンクも同様に機能します。

データベースまたはテーブルへのリソースリンクを作成すると、以下を実行できるようになります。

• Data Catalog 内のデータベースまたはテーブルに異なる名前を割り当てる。これは、異なる AWS アカ
ウントが同じ名前のデータベースやテーブルを共有する場合や、アカウント内の複数のデータベースに
同じ名前のテーブルがある場合は特に便利です。

• Amazon Athena および Amazon Redshift Spectrum などの統合された AWS のサービスを使用して、共
有データベースやテーブルにアクセスするクエリを実行する。統合サービスには、アカウントをまたい
でデータベースやテーブルに直接アクセスできないものがありますが、アカウントにある他のアカウン
トのデータベースやテーブルへのリソースリンクにアクセスすることは可能です。

Note

AWS Glue 抽出、変換、ロード (ETL) スクリプトで共有データベースやテーブルを参照するため
にリソースリンクを作成する必要はありませんが、複数の AWS アカウントが同じ名前のデータ
ベースやテーブルを共有している場合の曖昧さを回避するために、リソースリンクを作成して使
用するか、ETL 操作の呼び出し時にカタログ ID を指定することができます。

以下は、2 つのリソースリンクが表示されている Lake Formation コンソールの [Tables] (テーブル) ページ
の例です。リソースリンクの名前は、常にイタリック体で表示されます。各リソースリンクは、リンクさ
れた共有リソースの名前と所有者と共に表示されます。この例では、AWS アカウント 1111-2222-3333 の
データレイク管理者が、inventory テーブルと incidents テーブルをアカウント 1234-5678-9012 と共
有しました。共有後、そのアカウントのユーザーがそれらの共有テーブルへのリソースリンクを作成しま
した。
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以下は、リソースリンクに関する注意点と制限です。

• リソースリンクでは、共有テーブルの基盤となるデータをクエリするために、Athena および Redshift 
Spectrum などの統合サービスを有効にすることが必要になります。これらの統合サービスでのクエリ
は、リソースリンク名に対して作成されます。

• テーブルが含まれるデータベースの [Use only IAM access control for new tables in this database] (この
データベースの新しいテーブルには IAM アクセスコントロールのみを使用する) 設定がオフになってい
ることを前提とすると、データベースを表示してそれにアクセスできるのは、リソースリンクを作成し
たプリンシパルのみになります。アカウント内の他のプリンシパルがリソースリンクにアクセスできる
ようにするには、それに対する DESCRIBE 許可を付与します。他のユーザーがリソースリンクをドロッ
プできるようにするには、それに対する DROP 許可を付与します。データレイク管理者は、アカウント
内のすべてのリソースリンクにアクセスできます。別のプリンシパルが作成したリソースリンクをド
ロップするには、まずデータレイク管理者がリソースリンクに対する DROP 許可を管理者自身に付与す
る必要があります。詳細については、「Lake Formation 許可のリファレンス (p. 211)」を参照してく
ださい。

Important

リソースリンクに対する許可を付与しても、ターゲットの (リンクされた) データベースまたは
テーブルに対する許可は付与されません。ターゲットに対する許可は、別途付与する必要があ
ります。

• リソースリンクを作成するには、Lake Formation の CREATE_TABLE または CREATE_DATABASE 許
可と、glue:CreateTable または glue:CreateDatabase AWS Identity and Access Management 
(IAM) 許可が必要です。

• ローカル (所有する) Data Catalog リソースと、AWS アカウントと共有されているリソースへのリソー
スリンクを作成することができます。

• リソースリンクを作成するときに、ターゲット共有リソースが存在するかどうか、またはそのリソース
に対するクロスアカウント許可があるかどうかを確認するためのチェックは実行されません。これは、
リソースリンクと共有リソースを任意の順序で作成できるようにします。

• リソースリンクを削除しても、リンクされた共有リソースはドロップされません。共有リソースをド
ロップしても、そのリソースへのリソースリンクは削除されません。

• リソースリンクチェーンを作成することが可能ですが、API は最初のリソースリンクのみを使用するの
で、作成する価値はありません。

以下も参照してください。

• Data Catalog リソースに対する許可の付与と取り消し (p. 169)
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共有 Data Catalog テーブルへのリソースリンクの作
成
共有テーブルへのリソースリンクは、AWS Lake Formation コンソール、API、または AWS Command 
Line Interface (AWS CLI) を使用して作成することができます。

共有テーブルへのリソースリンクを作成する (コンソール)

1. AWS Lake Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/) を開きます。リ
ソースリンクの保存先になるデータベースに対する Lake Formation CREATE_TABLE 許可を持つプリ
ンシパルとしてサインインします。

2. ナビゲーションペインで [Tables] (テーブル) を選択してから、[Create table] (テーブルを作成) を選択
します。

3. [Create table] (テーブルの作成) ページで [Resource Link] (リソースリンク) タイルを選択し、以下の
情報を入力します。

[Resource link name] (リソースリンク名)

テーブル名と同じルールに従う名前を入力します。名前は、ターゲット共有テーブルと同じもの
にすることができます。

[Database] (データベース)

リソースリンクの保存先になるローカル Data Catalog 内のデータベースです。
[Shared table] (共有テーブル)

リストから共有テーブルを選択するか、ローカル (所有する) または共有テーブル名を入力しま
す。

このリストには、アカウントと共有されているすべてのテーブルが含まれています。各テーブル
にリストされているデータベースと所有者アカウント ID に注意してください。アカウントと共有
されていることが分かっているテーブルが表示されない場合は、以下を確認してください。
• データレイク管理者ではない場合は、データレイク管理者からそのテーブルに対する Lake 

Formation 許可が付与されていることを確認します。
• データレイク管理者であり、アカウントが付与元のアカウントと同じ AWS 組織にない場合

は、テーブルに関する AWS Resource Access Manager (AWS RAM) リソース共有招待を承
諾していることを確認します。詳細については、「AWS RAM からのリソース共有招待の承
諾 (p. 143)」を参照してください。

[Shared table's database] (共有テーブルのデータベース)

リストから共有テーブルを選択した場合、このフィールドには外部アカウントにある共有テーブ
ルのデータベースが入力されます。入力されていないときは、ローカルデータベース (ローカル
テーブルへのリソースリンクの場合)、または外部アカウントにある共有テーブルのデータベース
を入力します。

[Shared table owner] (共有テーブル所有者)

リストから共有テーブルを選択した場合、このフィールドには共有テーブルの所有者アカウン
ト ID が入力されます。入力されていないときは、AWS アカウント ID (ローカルテーブルへのリ
ソースリンクの場合)、またはテーブルを共有した AWS アカウントの ID を入力します。
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4. [Create] (作成) を選択して、リソースリンクを作成します。

その後、[Tables] (テーブル) ページの [Name] (名前) 列でリソースリンク名を確認することができま
す。

5. (オプション) リンクを表示し、リンクを通じてリンク先にアクセスできる必要があるプリンシパルに 
Lake Formation DESCRIBE 許可を付与します。

共有テーブルへのリソースリンクを作成する (AWS CLI)

1. 以下のようなコマンドを入力します。

aws glue create-table --database-name myissues --
table-input '{"Name":"mycustomers","TargetTable":
{"CatalogId":"111122223333","DatabaseName":"issues","Name":"customers"}}'

このコマンドは、AWS アカウント 1111-2222-3333 のデータベース issues にある共有テーブル
customers に mycustomers という名前のリソースリンクを作成します。リソースリンクは、ロー
カルデータベース myissues に保存されます。

2. (オプション) リンクを表示し、リンクを通じてリンク先にアクセスできる必要があるプリンシパルに 
Lake Formation DESCRIBE 許可を付与します。
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以下も参照してください。

• Lake Formation でのリソースリンクの仕組み (p. 146)
• DESCRIBE (p. 218)

共有 Data Catalog データベースへのリソースリンク
の作成
共有データベースへのリソースリンクは、AWS Lake Formation コンソール、API、または AWS 
Command Line Interface (AWS CLI) を使用して作成することができます。

共有データベースへのリソースリンクを作成する (コンソール)

1. AWS Lake Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/) を開きます。デー
タレイク管理者またはデータベース作成者としてサインインします。

データベース作成者は、Lake Formation の CREATE_DATABASE 許可を付与されたプリンシパルで
す。

2. ナビゲーションペインで [Databases] (データベース) を選択してから、[Create database] (データベー
スを作成) を選択します。

3. [Create database] (データベースの作成) ページで [Resource Link] (リソースリンク) タイルを選択し、
以下の情報を入力します。

[Resource link name] (リソースリンク名)

データベース名と同じルールに従う名前を入力します。名前は、ターゲット共有データベースと
同じものにすることができます。

[Shared database] (共有データベース)

リストからデータベースを選択するか、ローカル (所有する) または共有データベース名を入力し
ます。

このリストには、アカウントと共有されているすべてのデータベースが含まれています。各デー
タベースにリストされている所有者アカウント ID に注意してください。アカウントと共有されて
いることが分かっているデータベースが表示されない場合は、以下を確認してください。
• データレイク管理者ではない場合は、データレイク管理者からそのデータベースに対する Lake 

Formation 許可が付与されていることを確認します。
• データレイク管理者であり、アカウントが付与元のアカウントと同じ AWS 組織にない場合

は、データベースに関する AWS Resource Access Manager (AWS RAM) リソース共有招待を
承諾していることを確認します。詳細については、「AWS RAM からのリソース共有招待の承
諾 (p. 143)」を参照してください。

[Shared database owner] (共有データベース所有者)

リストから共有データベースを選択した場合、このフィールドには共有データベースの所有者
アカウント ID が入力されます。入力されていないときは、AWS アカウント ID (ローカルデータ
ベースへのリソースリンクの場合)、またはデータベースを共有した AWS アカウントの ID を入
力します。
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4. [Create] (作成) を選択して、リソースリンクを作成します。

その後、[Database] (データベース) ページの [Name] (名前) 列でリソースリンク名を確認することが
できます。

5. (オプション) リンクを表示し、リンクを通じてリンク先にアクセスできる必要があるプリンシパルに 
Lake Formation DESCRIBE 許可を付与します。

共有データベースへのリソースリンクを作成する (AWS CLI)

1. 以下のようなコマンドを入力します。

aws glue create-database --database-input '{"Name":"myissues","TargetDatabase":
{"CatalogId":"111122223333","DatabaseName":"issues"}}'

このコマンドは、AWS アカウント 1111-2222-3333 にある、共有データベース issues に
myissues という名前のリソースリンクを作成します。

2. (オプション) リンクを表示し、リンクを通じてリンク先にアクセスできる必要があるプリンシパルに 
Lake Formation DESCRIBE 許可を付与します。

以下も参照してください。

• Lake Formation でのリソースリンクの仕組み (p. 146)
• DESCRIBE (p. 218)

AWS Glue API でのリソースリンク処理
以下は、AWS Glue Data Catalog API がデータベースおよびテーブルリソースリンクを処理する方法を
説明する表です。すべての Get* API 操作で、呼び出し側が許可を持つデータベースとテーブルのみが
返されます。また、リソースリンクを通じて対象のデータベースやテーブルにアクセスするときは、
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ターゲットとリソースリンクの両方に対する AWS Identity and Access Management (IAM) 許可と Lake 
Formation 許可の両方を持っている必要があります。リソースリンクに対する必要な Lake Formation 許可
は DESCRIBE です。詳細については、「DESCRIBE (p. 218)」を参照してください。

データベース API 操作

API 操作 リソースリンク処理

CreateDatabase データベースがリソースリンクである場合、指定されたターゲットデー
タベースへのリソースリンクを作成します。

UpdateDatabase 指定されたデータベースがリソースリンクである場合、リンクをたどっ
てターゲットデータベースを更新します。リソースリンクを異なるデー
タベースにリンクするように変更する必要がある場合は、リソースリン
クを削除して、新しいリソースリンクを作成する必要があります。

DeleteDatabase リソースリンクを削除します。リンクされた (ターゲット) データベース
は削除しません。

GetDatabase 呼び出し元がターゲットに対する許可を持っている場合、リンクをた
どってターゲットのプロパティを返します。それ以外の場合は、リンク
のプロパティを返します。

GetDatabases リソースリンクを含めたデータベースのリストを返します。結果セット
内のリソースリンクごとに操作がリンクをたどり、リンクターゲットの
プロパティを取得します。アカウントと共有されているデータベースを
表示するには、ResourceShareType = ALL を指定する必要がありま
す。

テーブル API 操作

API 操作 リソースリンク処理

CreateTable データベースがリソースリンクである場合、データベースリンクをた
どってターゲットデータベース内にテーブルを作成します。テーブルが
リソースリンクである場合は、操作が指定されたデータベースでリソー
スリンクを作成します。データベースリソースリンクを経由したテーブ
ルリソースリンクの作成はサポートされていません。

UpdateTable テーブルまたは指定されたデータベースがリソースリンクである場合、
ターゲットテーブルを更新します。テーブルとデータベースの両方がリ
ソースリンクである場合は、操作が失敗します。

DeleteTable 指定されたデータベースがリソースリンクである場合、リンクをたどっ
てターゲットデータベース内のテーブルまたはテーブルリソースリンク
を削除します。テーブルがリソースリンクである場合は、操作が指定さ
れたデータベース内のテーブルリソースリンクを削除します。テーブル
リソースリンクを削除しても、ターゲットテーブルは削除されません。

BatchDeleteTable DeleteTable と同じです。

GetTable 指定されたデータベースがリソースリンクである場合、データベースリ
ンクをたどってターゲットデータベース内からテーブルまたはテーブル
リソースリンクを返します。そうでない場合、テーブルがリソースリン
クであれば、操作がリンクをたどってターゲットテーブルのプロパティ
を返します。

GetTables 指定されたデータベースがリソースリンクである場合、データベース
リンクをたどってターゲットデータベース内からテーブルとテーブル
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API 操作 リソースリンク処理
リソースリンクを返します。ターゲットデータベースが別の AWS アカ
ウントからの共有データベースである場合、操作はそのデータベース内
の共有テーブルのみを返します。これは、ターゲットデータベース内の
テーブルリソースリンクをたどりません。そうでない場合、指定された
データベースがローカル (所有する) データベースであれば、操作がロー
カルデータベース内のすべてのテーブルを返し、各テーブルリソースリ
ンクをたどってターゲットテーブルのプロパティを返します。

SearchTables テーブルとテーブルリソースリンクを返します。これは、リンクをた
どってターゲットテーブルのプロパティを返しません。アカウントと共
有されているテーブルを表示するには、ResourceShareType = ALL
を指定する必要があります。

GetTableVersion GetTable と同じです。

GetTableVersions GetTable と同じです。

DeleteTableVersion DeleteTable と同じです。

BatchDeleteTableVersion DeleteTable と同じです。

パーティション API 操作

API 操作 リソースリンク処理

CreatePartition 指定されたデータベースがリソースリンクである場合、データベースリ
ンクをたどって、ターゲットデータベース内に指定されたテーブルに
パーティションを作成します。テーブルがリソースリンクである場合
は、操作がリソースリンクをたどってターゲットテーブルにパーティ
ションを作成します。テーブルリソースリンクとデータベースリソー
スリンクの両方を通じたパーティションの作成はサポートされていませ
ん。

BatchCreatePartition CreatePartition と同じです。

UpdatePartition 指定されたデータベースがリソースリンクである場合、データベースリ
ンクをたどって、ターゲットデータベース内にある指定されたテーブル
のパーティションを更新します。テーブルがリソースリンクである場合
は、操作がリソースリンクをたどってターゲットテーブルのパーティ
ションを更新します。テーブルリソースリンクとデータベースリソー
スリンクの両方を通じたパーティションの更新はサポートされていませ
ん。

DeletePartition 指定されたデータベースがリソースリンクである場合、データベースリ
ンクをたどって、ターゲットデータベース内にある指定されたテーブル
のパーティションを削除します。テーブルがリソースリンクである場合
は、操作がリソースリンクをたどってターゲットテーブルのパーティ
ションを削除します。テーブルリソースリンクとデータベースリソー
スリンクの両方を通じたパーティションの削除はサポートされていませ
ん。

BatchDeletePartition DeletePartition と同じです。

GetPartition 指定されたデータベースがリソースリンクである場合、データベースリ
ンクをたどって指定されたテーブルからのパーティション情報を返しま
す。そうでない場合、テーブルがリソースリンクであれば、操作がリン
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API 操作 リソースリンク処理
クをたどってパーティション情報を返します。テーブルとデータベース
の両方がリソースリンクである場合は、空の結果セットが返されます。

GetPartitions 指定されたデータベースがリソースリンクである場合、データベース
リンクをたどって、指定されたテーブル内のすべてのパーティションの
パーティション情報を返します。そうでない場合、テーブルがリソース
リンクであれば、操作がリンクをたどってパーティション情報を返しま
す。テーブルとデータベースの両方がリソースリンクである場合は、空
の結果セットが返されます。

BatchGetPartition GetPartition と同じです。

ユーザー定義の関数 API 操作

API 操作 リソースリンク処理

(すべての API 操作) データベースがリソースリンクである場合は、リソースリンクをたど
り、ターゲットデータベースで操作を実行します。

以下も参照してください。

• Lake Formation でのリソースリンクの仕組み (p. 146)
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Lake Formation でのワークフローを
使用したデータのインポート

AWS Lake Formation では、ワークフローを使用してデータをインポートすることができます。ワークフ
ローは、データレイクにデータをインポートするためのデータソースとスケジュールを定義します。これ
は、データレイクのロードとアップデートのプロセスをオーケストレートするために使用される、AWS 
Glue クローラ、ジョブ、およびトリガーのコンテナです。

トピック
• Lake Formation のブループリントとワークフロー (p. 155)
• ワークフローの作成 (p. 156)
• ワークフローの実行 (p. 158)

Lake Formation のブループリントとワークフロー
ワークフローは、複雑なマルチジョブの抽出、変換、ロード (ETL) アクティビティをカプセル化します。
ワークフローは、データのロードと更新をオーケストレートするために、AWS Glue クローラ、ジョブ、
およびトリガーを生成します。Lake Formation は、ワークフローを単一のエンティティとして実行し、追
跡します。ワークフローは、オンデマンドで、またはスケジュールに従って実行されるように設定できま
す。

Lake Formation で作成するワークフローは、AWS Glue コンソールに DAG (Directed Acyclic Graph) とし
て表示されます。各 DAG ノードは、ジョブ、クローラ、またはトリガーです。進捗状況のモニタリング
とトラブルシューティングを行うために、ワークフロー内の各ノードのステータスを追跡することができ
ます。

Lake Formation ワークフローが完了すると、ワークフローを実行したユーザーには、ワークフローが作成
する Data Catalog テーブルに対する Lake Formation の SELECT 許可が付与されます。

ワークフローは AWS Glue で作成することもできますが、Lake Formation ではブループリントからワー
クフローを作成できるため、Lake Formation でのワークフローの作成は、よりシンプルで、自動的で
す。Lake Formation は、以下のタイプのブループリントを提供します。

• [Database snapshot] (データベーススナップショット) – すべてのテーブルからのデータを、JDBC ソー
スからデータレイクにロードまたは再ロードします。除外パターンに基づいて、一部のデータをソース
から除外することができます。

• [Incremental database] (増分データベース) – 以前に設定されたブックマークに基づいて、新しいデータ
だけを JDBC ソースからデータレイクにロードします。これに含める JDBC ソースデータベース内の
個々のテーブルは、ユーザーが指定します。ブックマーク列とブックマークのソート順をテーブルごと
に選択して、以前にロードされたデータを把握しておきます。一連のテーブルに対して増分データベー
スブループリントを初めて実行すると、ワークフローがそれらのテーブルからすべてのデータをロード
して、次回の増分データベースブループリントの実行のためにブックマークを設定します。このため、
データソース内の各テーブルをパラメータとして指定しておけば、データベーススナップショットブ
ループリントではなく、増分データベースブループリントを使用して、すべてのデータをロードするこ
とができます。

• [Log file] (ログファイル) – AWS CloudTrail、Elastic Load Balancing ログ、Application Load Balancer ロ
グなどのログファイルソースからのデータを一括でロードします。

以下の表を使用して、データベーススナップショットと増分データベースブループリントのどちらを使用
するかを決定してください。

155



AWS Lake Formation デベロッパーガイド
ワークフローの作成

データベーススナップショットを使用する状況 増分データベースを使用する状況

• スキーマ進化に柔軟性がある。(列の名前が変更
され、以前の列が削除されて、削除された列の
代わりに新しい列が追加される。)

• ソースとロード先の間で完全な整合性が必要。

• スキーマ進化が増分的。(列の連続的な追加の
み。)

• 新しい行のみが追加され、以前の行は更新され
ない。

Note

Lake Formation によって作成されたブループリントとワークフローを編集することはできませ
ん。

ワークフローの作成
開始する前に、LakeFormationWorkflowRole ロールに必要なデータ許可とデータロケーション許可が
付与されていることを確認してください。これは、ワークフローが Data Catalog にメタデータテーブルを
作成し、Amazon S3 内のターゲットロケーションにデータを書き込むことができるようにするためです。
詳細については、「ワークフロー用の IAM ロールを作成する (p. 9)」および「Lake Formation 許可の概要
 (p. 160)」を参照してください。

ブループリントからワークフローを作成する

1. AWS Lake Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/) を開きます。デー
タレイク管理者として、またはデータエンジニア許可を持つユーザーとしてサインインします。詳細
については、「Lake Formation のペルソナと IAM 許可のリファレンス (p. 327)」を参照してくださ
い。

2. ナビゲーションペインで [Blueprints] (ブループリント) を選択してから、[Use blueprint] (ブループリン
トを使用) を選択します。

3. [Use a blueprint] (ブループリントの使用) ページで、ブループリントタイプを選択するタイルを選択し
ます。

4. [Import source] (インポートソース) で、データソースを指定します。

JDBC ソースからインポートしている場合は、以下を指定します。

• [Database connection] (データベース接続) – リストから接続を選択します。AWS Glue コンソール
を使用して、追加の接続を作成します。接続の JDBC ユーザー名とパスワードによって、ワークフ
ローがアクセスできるデータベースオブジェクトが決まります。

• [Source data path] (ソースデータパス) – データベース製品に応じ
て、<database>/<schema>/<table>、または <database>/<table> を入力します。Oracle 
データベース と MySQL は、パス内のスキーマをサポートしません。<schema> または <table>
は、パーセント (%) 文字に置き換えることができます。例えば、システム識別子 (SID) が orcl の 
Oracle データベースの場合は、orcl/% を入力して、接続で指定されているユーザーがアクセスで
きるすべてのテーブルをインポートします。

Important

このフィールドでは、大文字と小文字が区別されます。いずれかのコンポーネントで大文
字と小文字の不一致がある場合は、ワークフローが失敗します。

MySQL データベースを指定する場合、AWS Glue ETL はデフォルトで Mysql5 JDBC ドライバーを
使用するため、MySQL8 はネイティブでサポートされていません。「AWS Glue デベロッパーガイ
ド」の「JDBC connectionType の値」で説明されているように、customJdbcDriverS3Path パ
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ラメータを使用するように ETL ジョブスクリプトを編集して、MySQL8 をサポートする別の JDBC 
ドライバーを使用することができます。

ログファイルからインポートしている場合は、ワークフローに指定するロール (「ワークフロー
ロール」) に、データソースへのアクセスに必要な IAM 許可があることを確認してください。例え
ば、AWS CloudTrail ログをインポートするには、ユーザーが、ワークフローの作成中に CloudTrail 
ログのリストを確認するための cloudtrail:DescribeTrails と cloudtrail:LookupEvents
許可を持っており、ワークフローロールが Amazon S3 内の CloudTrail ロケーションに対する許可を
持っている必要があります。

5. 以下のいずれかを実行します。

• [Database snapshot] (データベーススナップショット) のブループリントタイプの場合は、オプショ
ンで、1 つ、または複数の除外パターンを指定することによってインポートするデータのサブセッ
トを特定します。これらの除外パターンは、Unix スタイルの glob パターンです。これらは、ワー
クフローによって作成されるテーブルのプロパティとして保存されます。

利用可能な除外パターンの詳細については、「AWS Glue デベロッパーガイド」の「包含パターン
と除外パターン」を参照してください。

• [Incremental database] (増分データベース) のブループリントタイプの場合は、以下のフィールドを
指定します。インポートするテーブルごとに行を追加してください。
[Table name] (テーブル名)

インポートするテーブル。すべて小文字にする必要があります。
[Bookmark keys] (ブックマークキー)

ブックマークキーを定義する列名のカンマ区切りのリスト。空白になっている場合は、新しい
データの判別にプライマリキーが使用されます。各列の大文字と小文字は、データソースで定
義されている大文字と小文字と一致する必要があります。

Note

プライマリキーがデフォルトのブックマークキーとして認められるのは、それが
ギャップを生じることなく連続的に増加または減少している場合のみです。プライマ
リキーをブックマークキーとして使用したいが、ギャップがあるという場合は、プラ
イマリキー列をブックマークキーとして指定する必要があります。

[Bookmark order] (ブックマークの順序)

[Ascending] (昇順) を選択すると、ブックマークされた値よりも大きい値を持つ行が新しい行と
して識別されます。[Descending] (降順) を選択すると、ブックマークされた値より小さい値を
持つ行が新しい行として識別されます。

[Partitioning scheme] (パーティショニングスキーム)

(オプション) スラッシュ (/) で区切られた、パーティショニングキー列のリスト。例えば、
year/month/day などです。
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詳細については、「AWS Glue デベロッパーガイド」の「ジョブのブックマークを使用した処理済
みデータの追跡」を参照してください。

6. [Import target] (インポートターゲット) で、ターゲットデータベース、ターゲット Amazon S3 ロケー
ション、およびデータ形式を指定します。

ワークフローロールに、データベースと Amazon S3 ターゲットロケーションに対する必要な Lake 
Formation 許可があることを確認してください。

Note

現在、ブループリントはターゲットでのデータの暗号化をサポートしていません。
7. インポートの頻度 を選択します。

[Custom] (カスタム) オプションでは、cron 式を指定することができます。
8. [Import options] (インポートオプション) で以下を実行します。

a. ワークフロー名を入力します。
b. ロールには、「ワークフロー用の IAM ロールを作成する (p. 9)」で作成したロール

LakeFormationWorkflowRole を選択します。
c. オプションで、テーブルプレフィックスを指定します。プレフィックスは、ワークフローが作成

する Data Catalog テーブルの名前の前に付加されます。
9. [Create] (作成) を選択し、ワークフローが正常に作成されたことコンソールが報告するまで待機しま

す。

Tip

以下のエラーメッセージが表示されましたか?
User: arn:aws:iam::<account-id>:user/<username> is not authorized 
to perform: iam:PassRole on resource:arn:aws:iam::<account-
id>:role/<rolename>...
表示された場合は、すべてのポリシーの <account-id> が有効な AWS アカウント番号に置
き換えられていることを確認してください。

以下も参照してください。

• Lake Formation のブループリントとワークフロー (p. 155)

ワークフローの実行
ワークフローは、Lake Formation コンソール、AWS Glue コンソール、AWS Glue コマンドラインイン
ターフェイス (AWS CLI)、または API を使用して実行することができます。

ワークフローを実行する (Lake Formation コンソール)

1. AWS Lake Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/) を開きます。デー
タレイク管理者として、またはデータエンジニア許可を持つユーザーとしてサインインします。詳細
については、「Lake Formation のペルソナと IAM 許可のリファレンス (p. 327)」を参照してくださ
い。

2. ナビゲーションペインで [Blueprints] (ブループリント) を選択します。
3. [Blueprints] (ブループリント) ページで、ワークフローを選択します。次に、[Actions] (アクション) メ

ニューで [Start] (開始) を選択します。
4. ワークフローの実行に伴って、その進捗状況を [Last run status] (最終実行ステータス) 列で確認しま

す。更新ボタンを随時選択します。
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ステータスは、[RUNNING] (実行中) から、[Discovering] (検出中)、[Importing] (インポート
中)、[COMPLETED] (完了) と移行します。

ワークフローが完了すると、以下のようになります。

• Data Catalog に新しいメタデータテーブルがある。
• データがデータレイクに取り込まれる。

ワークフローが失敗する場合は、以下を実行します。

a. ワークフローを選択します。[Actions] (アクション) を選択してから、[View graph] (グラフを表示) 
を選択します。

AWS Glue コンソールでワークフローが開きます。
b. そのワークフローが選択されていることを確認し、[History] (履歴) タブを選択します。
c. [History] (履歴) で、最新の実行を選択し、[View run details] (実行の詳細を表示) を選択します。
d. 動的 (ランタイム) グラフで失敗したジョブまたはクローラを選択し、エラーメッセージを確認し

ます。障害が発生したノードは赤色または黄色のいずれかになっています。

以下も参照してください。

• Lake Formation のブループリントとワークフロー (p. 155)
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Lake Formation 許可の管理
Lake Formation は、データレイク内のデータに対して一元的なアクセスコントロールを提供します。Lake 
Formation ではロールごとにユーザーとアプリケーションのセキュリティポリシーベースのルールを定義
でき、AWS Identity and Access Management との統合によってこれらのユーザーとロールが認証されま
す。ルールが定義されると、Lake Formation は、Amazon Redshift Spectrum および Amazon Athena の
ユーザーに対してテーブルレベルおよび列レベルの詳細度でのアクセスコントロールを適用します。

トピック
• Lake Formation 許可の概要  (p. 160)
• データロケーション許可の付与 (p. 163)
• Data Catalog リソースに対する許可の付与と取り消し (p. 169)
• Lake Formation でのデータベースとテーブル許可の表示 (p. 186)
• Lake Formation でのクロスアカウントデータ共有 (p. 189)
• Lake Formation コンソールを使用した許可の取り消し (p. 210)
• Lake Formation 許可のリファレンス (p. 211)

Lake Formation 許可の概要
AWS Lake Formation には、2 つの主な許可タイプがあります。

• メタデータアクセス – Data Catalog リソースに対する許可 (Data Catalog 許可)。

これらの許可は、プリンシパルが Data Catalog 内のメタデータデータベースとテーブルの作成、読み取
り、更新、および削除を実行できるようにします。

• 基盤となるデータのアクセス – Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 内のロケーションに対す
る許可 (データアクセス許可とデータロケーション許可)。
• データレイクのアクセス許可により、プリンシパルが基盤となる Amazon S3 ロケーション (データカ

タログリソースがポイントするデータ) に対するデータの読み取りと書き込みが実行できるようにな
ります。

• データロケーション許可は、プリンシパルが特定の Amazon S3 ロケーションをポイントするメタ
データデータベースとテーブルの作成と変更を実行できるようにします。

どちらのタイプでも、Lake Formation は Lake Formation 許可と IAM 許可の組み合わせを使用しま
す。IAM 許可モデルは、IAM ポリシーで構成されます。Lake Formation 許可モデルは、以下のような 
DBMS 式の GRANT/REVOKE コマンドとして実装されます。

Grant SELECT on tableName to userName

プリンシパルが Data Catalog リソース、または基盤となるデータへのアクセスをリクエストするときにリ
クエストが成功するには、そのリクエストが IAM と Lake Formation の両方による許可チェックに合格す
る必要があります。

AWS Lake Formation は、各プリンシパル (ユーザーまたはロール) に、Lake Formation が管理するリソー
スに対してアクションを実行する権限があることを必要とします。プリンシパルは、データレイク管理
者、または Lake Formation 許可を付与する許可を持つ別のプリンシパルから必要な認可を付与されます。
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Lake Formation 許可をプリンシパルに付与するときは、その許可を別のプリンシパルに渡す能力をオプ
ションで付与できます。

Lake Formation 許可は、Lake Formation API、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または Lake 
Formation コンソールの [Data permissions](データの許可) および [Data locations] (データのロケーション) 
ページを使用して付与または取り消すことができます。

Lake Formation 許可の付与と取り消しに必要な IAM 
許可
データレイク管理者を含めたすべてのプリンシパルには、Lake Formation API または AWS CLI を使用し
た AWS Lake Formation Data Catalog 許可またはデータロケーション許可の付与または取り消しの実行に
以下の AWS Identity and Access Management (IAM) 許可が必要になります。

• lakeformation:GrantPermissions
• lakeformation:BatchGrantPermissions
• lakeformation:RevokePermissions
• lakeformation:BatchRevokePermissions
• 名前付きリソース方式を使用して許可を付与しているテーブルまたはデータベースの場合は
glue:GetTable または glue:GetDatabase

Note

データレイク管理者には Lake Formation 許可を付与して取り消すための黙示的な Lake 
Formation 許可がありますが、それでも Lake Formation の付与および取り消し API 操作に対する 
IAM 許可が必要です。
AWSLakeFormationDataAdmin AWS 管理ポリシーを含む IAM ロールでは、新しいデータレイ
ク管理者を追加できません。このポリシーには Lake Formation API 操作 PutDataLakeSetting
に対する明示的な拒否が含まれているためです。

以下の IAM ポリシーは、データレイク管理者ではないが、Lake Formation コンソールを使用して許可を付
与または取り消したいというプリンシパルに推奨されます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "lakeformation:ListPermissions", 
                "lakeformation:GrantPermissions", 
                "lakeformation:BatchGrantPermissions", 
                "lakeformation:RevokePermissions", 
                "lakeformation:BatchRevokePermissions", 
                "glue:GetDatabases", 
                "glue:SearchTables", 
                "glue:GetTables", 
                "glue:GetDatabase", 
                "glue:GetTable", 
                "iam:ListUsers", 
                "iam:ListRoles" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}
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このポリシーにあるすべての glue: 許可と iam: 許可は、AWS マネージドポリシーの
AWSGlueConsoleFullAccess にあります。

Lake Formation のタグベースのアクセスコントロール (LF-TBAC) を使用して許可を付与するには、プ
リンシパルに追加の IAM 許可が必要です。詳細については、「Lake Formation のタグベースのアクセ
スコントロールの許可モデル (p. 230)」および「Lake Formation のペルソナと IAM 許可のリファレン
ス (p. 327)」を参照してください。

クロスアカウント アクセス許可

名前付きリソース方式を使用してクロスアカウント Lake Formation 許可を付与したいユーザー
は、AWSLakeFormationCrossAccountManager AWS マネージドポリシーの許可も持っている必要が
あります。

データレイク管理者には、クロスアカウント許可を付与するためのものと同じ許可に加えて、組織への許
可の付与を可能にするための AWS Resource Access Manager (AWS RAM) 許可も必要です。詳細につい
ては、「データレイク管理者の許可 (p. 328)」を参照してください。

管理ユーザー

管理許可を持つプリンシパル (例えば、AdministratorAccess AWS マネージドポリシー) には、Lake 
Formation 許可を付与し、データレイク管理者を作成する許可があります。Lake Formation 管理者操作へ
のユーザーまたはロールのアクセスを拒否するには、そのポリシーに管理者 API 操作の Deny ステートメ
ントをアタッチまたは追加してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "lakeformation:GetDataLakeSettings", 
                "lakeformation:PutDataLakeSettings" 
            ], 
            "Effect": "Deny", 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        } 
    ]
}

Important

ユーザーが抽出、変換、ロード (ETL) スクリプトを使用してユーザー自身を管理者として追加で
きないようにするには、管理者以外のすべてのユーザーとロールに対してこれらの API 操作への
アクセスが拒否されていることを確認してください。AWSLakeFormationDataAdmin AWS 管
理ポリシーには、ユーザーが新しいデータレイク管理者を追加できないように、Lake Formation 
API 操作 PutDataLakeSetting に対する明示的な拒否が含まれています。

黙示的な Lake Formation 許可
AWS Lake Formation は、データレイク管理者、データベース作成者、およびテーブル作成者に以下の黙
示的な許可を付与します。

データレイク管理者
• 別のアカウントから別のプリンシパルに直接共有されているリソースを除き、データカタログ内の

すべての Describe リソースにアクセスできます。管理者からこのアクセス権を取り消すことはで
きません。
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• データレイク全体に対するデータロケーション許可があります。
• Data Catalog 内の任意のリソースへのアクセス権を任意のプリンシパル (自分自身を含む) に付与す

る、またはそれらをまたは取り消すことができます。管理者からこのアクセス権を取り消すことは
できません。

• Data Catalog にデータベースを作成できます。
• データベースを作成する許可を別のユーザーに付与できます。

Note

データレイク管理者が Amazon S3 ロケーションを登録できるのは、それを実行するための 
IAM 許可を持っている場合に限定されます。本ガイドで推奨されているデータレイク管理者
ポリシーは、これらの許可を付与します。また、データレイク管理者には、データベースを
ドロップする、または他のユーザーが作成したテーブルを変更/ドロップするための黙示的な
許可はありませんが、それらを実行する許可を自分自身に付与することが可能です。

データレイク管理者の詳細については、「データレイク管理者を作成する (p. 10)」を参照してくださ
い。

データベース作成者
• 作成するデータベースに対するすべてのデータベース許可と、そのデータベース内に作成するテー

ブルに対する許可があり、そのデータベース内にテーブルを作成する許可を同じ AWS アカウント
内の他のプリンシパルに付与できます。AWSLakeFormationCrossAccountManager AWS 管理
ポリシーを持つデータベース作成者は、データベースに対する許可を他の AWS アカウントまたは
組織に付与することができます。

データレイク管理者は、Lake Formation コンソールまたは API を使用してデータベース作成者を指
定することができます。

Note

データベース作成者に、他のユーザーがデータベース内に作成するテーブルに対する黙示
的な許可はありません。

詳細については、「データベースの作成 (p. 122)」を参照してください。
テーブル作成者

• 作成するテーブルに対するすべての許可があります。
• 作成するすべてのテーブルに対する許可を同じ AWS アカウント内のプリンシパルに付与できま

す。
• AWSLakeFormationCrossAccountManager AWS 管理ポリシーを持っている場合は、作成する

すべてのテーブルに対する許可を他の AWS アカウントまたは組織に付与することができます。
• 作成するテーブルが含まれるデータベースを表示できます。

データロケーション許可の付与
AWS Lake Formation のデータロケーション許可は、プリンシパルが、指定された登録済みの Amazon S3 
ロケーションをポイントする Data Catalog リソースを作成および変更することを可能にします。データロ
ケーション許可には、Lake Formation のデータ許可に加えて、データレイク内の情報をセキュア化する働
きがあります。

Lake Formation はデータロケーション許可の付与に AWS Resource Access Manager (AWS RAM) サービ
スを使用しないため、データロケーション許可のためにリソース共有招待を承諾する必要はありません。

データロケーション許可は、Lake Formation コンソール、API、または AWS Command Line Interface 
(AWS CLI) を使用して付与することができます。
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Note

付与を成功させるには、まずデータロケーションを Lake Formation に登録する必要があります。

以下も参照してください。

• Underlying Data Access Control (p. 297)

トピック
• データロケーション許可の付与 (同じアカウント) (p. 164)
• データロケーション許可の付与 (外部アカウント) (p. 166)
• アカウントと共有されたデータロケーションに対する許可の付与 (p. 168)

データロケーション許可の付与 (同じアカウント)
これらの手順を実行して、AWS アカウント内のプリンシパルにデータロケーション許可を付与します。許
可は、Lake Formation コンソール、API、または AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して付
与することができます。

データロケーション許可の付与 (同じアカウント、コンソール)

1. AWS Lake Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/) を開きます。デー
タレイク管理者、または目的のデータロケーションに対する付与許可を持つプリンシパルとしてサイ
ンインします。

2. ナビゲーションペインで [Data locations] (データのロケーション) を選択します。
3. [Grant] (付与) を選択します。
4. [Grant permissions] (許可の付与) ダイアログボックスで、[My account] (マイアカウント) タイルが選

択されていることを確認します。その後、以下の情報を指定します。

• [IAM users and roles] (IAM ユーザーおよびロール) で、1 つ、または複数のプリンシパルを選択しま
す。

• [SAML and Amazon QuickSight users and groups] (SAML および Amazon QuickSight のユーザーと
グループ) には、SAML 経由でフェデレートされたユーザーまたはグループに 1 つ、または複数の 
Amazon リソースネーム (ARN) を入力するか、Amazon QuickSight のユーザーまたはグループに 
ARN を入力します。

ARN は 1 度に 1 つずつ入力し、各 ARN の後で [Enter] キーを押します。ARN の構築方法について
は、「Lake Formation の付与および取り消し AWS CLI コマンド (p. 211)」を参照してください。

• [Storage locations] (ストレージのロケーション) では、[Browse] (参照) を選択して、Amazon 
Simple Storage Service (Amazon S3) ストレージロケーションを選択します。ロケーションは Lake 
Formation に登録されている必要があります。[Browse] (参照) をもう一度選択して、別のロケー
ションを追加します。ロケーションは入力することもできますが、ロケーションの前に s3:// を付
けるようにしてください。

• [Registered account location] (登録されたアカウントのロケーション) には、ロケーションが登録さ
れている AWS アカウント ID を入力します。これは、デフォルトでお使いのアカウント ID に設定
されます。クロスアカウントのシナリオの場合、受領者アカウントのデータレイク管理者は、受領
者アカウント内の他のプリンシパルにデータロケーション許可を付与するときに、ここで所有者ア
カウントを指定できます。

• (オプション) 選択したプリンシパルが選択したロケーションに対するデータロケーションの許可を
付与できるようにするには、[Grantable] (付与可能) を選択します。
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5. [Grant] (付与) を選択します。

データロケーション許可を付与する (同じアカウント、AWS CLI)

• Amazon S3 のパスをリソースとして指定して、grant-permissions コマンドを実行し、プリンシ
パルに DATA_LOCATION_ACCESS を付与します。

Example

以下の例は、s3://retail に対するデータロケーション許可をユーザー datalake_user1 に付与
します。

aws lakeformation grant-permissions --principal 
 DataLakePrincipalIdentifier=arn:aws:iam::<account-id>:user/datalake_user1 
 --permissions "DATA_LOCATION_ACCESS" --resource '{ "DataLocation": 
 {"ResourceArn":"arn:aws:s3:::retail"}}'

Example

以下の例は、s3://retail に対するデータロケーションのアクセス許可を ALLIAMPrincipals グ
ループに付与します。

aws lakeformation grant-permissions --principal 
 DataLakePrincipalIdentifier=111122223333:IAMPrincipals --
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permissions "DATA_LOCATION_ACCESS" --resource '{ "DataLocation": 
 {"ResourceArn":"arn:aws:s3:::retail", "CatalogId": "111122223333"}}'

以下も参照してください。

• Lake Formation 許可のリファレンス (p. 211)

データロケーション許可の付与 (外部アカウント)
これらの手順を実行して、外部の AWS アカウントまたは組織にデータロケーション許可を付与します。

許可は、Lake Formation コンソール、API、または AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して
付与することができます。

開始する前に

クロスアカウントアクセスのすべての前提条件が満たされていることを確認します。詳細については、
「前提条件 (p. 191)」を参照してください。

データロケーション許可を付与する (外部アカウント、コンソール)

1. AWS Lake Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/) を開きます。デー
タレイク管理者としてサインインします。

2. ナビゲーションペインで [Data locations] (データのロケーション) を選択してから、[Grant] (付与) を
選択します。

3. [Grant permissions] (許可の付与) ダイアログボックスで、[External account] (外部アカウント) タイル
を選択します。

4. 以下の情報を指定します。

• [AWS account ID or AWS organization ID] (AWS アカウント ID または AWS 組織 ID) には、有効な 
アカウント番号、組織 ID、または組織単位 ID を入力します。

各 ID の後で [Enter] キーを押します。

組織 ID は、最初の「o-」と、その後に続く 10～32 個の小文字または数字で構成されています。

組織単位 ID は、最初の「ou-」と、その後に続く 4～32 個の小文字または数字で構成されています 
(OU が含まれるルートの ID)。この文字列の後には、2 番目の「-」(ハイフン) と 8～32 個の追加の
小文字または数字が続きます。

• [Storage locations] (ストレージのロケーション) で [Browse] (参照) を選択して、Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) ストレージロケーションを選択します。ロケーションは Lake 
Formation に登録されている必要があります。
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5. [Grantable] (付与可能) を選択します。
6. [Grant] (付与) を選択します。

データロケーション許可を付与する (外部アカウント、AWS CLI)

• 外部 AWS アカウントに許可を付与するには、以下のようなコマンドを入力します。

aws lakeformation grant-permissions --principal 
 DataLakePrincipalIdentifier=111122223333  --permissions "DATA_LOCATION_ACCESS" --
permissions-with-grant-option "DATA_LOCATION_ACCESS" --resource '{ "DataLocation": 
 {"CatalogId":"123456789012","ResourceArn":"arn:aws:s3::retail/transactions/2020q1"}}'

このコマンドは、アカウント 1234-5678-9012 が所有する Amazon S3 ロケーション s3://retail/
transactions/2020q1 に対する grant オプション付きの DATA_LOCATION_ACCESS を、アカウン
ト 1111-2222-3333 に付与します。

組織に許可を付与するには、以下のようなコマンドを入力します。

aws lakeformation grant-permissions --principal 
 DataLakePrincipalIdentifier=arn:aws:organizations::111122223333:organization/
o-abcdefghijkl --permissions "DATA_LOCATION_ACCESS" --permissions-
with-grant-option "DATA_LOCATION_ACCESS" --resource '{"DataLocation": 
 {"CatalogId":"123456789012","ResourceArn":"arn:aws:s3::retail/transactions/2020q1"}}'

このコマンドは、アカウント 1234-5678-9012 が所有する Amazon S3 ロケーション s3://retail/
transactions/2020q1 に対する grant オプション付きの DATA_LOCATION_ACCESS を、組織 o-
abcdefghijkl に付与します。

外部 AWS アカウントのプリンシパルにアクセス許可を付与するには、以下のようなコマンドを入力
します。
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aws lakeformation grant-permissions --principal 
 DataLakePrincipalIdentifier=arn:aws:iam::111122223333:user/datalake_user1 
 --permissions "DATA_LOCATION_ACCESS" --resource '{ "DataLocation": 
 {"ResourceArn":"arn:aws:s3::retail/transactions/2020q1", "CatalogId": 
 "123456789012"}}'

このコマンドは、アカウント 1234-5678-9012 が所有する Amazon S3 ロケーション
s3://retail/transactions/2020q1 のアカウント 1111-2222-3333 のプリンシパル
に、DATA_LOCATION_ACCESS を付与します。

Example

以下の例は、s3://retail に対するデータロケーションのアクセス許可を、外部アカウントの
ALLIAMPrincipals グループに付与します。

aws lakeformation grant-permissions --principal 
 DataLakePrincipalIdentifier=111122223333:IAMPrincipals --
permissions "DATA_LOCATION_ACCESS" --resource '{ "DataLocation": 
 {"ResourceArn":"arn:aws:s3:::retail", "CatalogId": "123456789012"}}'

以下も参照してください。

• Lake Formation 許可のリファレンス (p. 211)

アカウントと共有されたデータロケーションに対する
許可の付与
Data Catalog リソースが AWS アカウントと共有されたら、データレイク管理者として、そのリソースに
対する許可をアカウント内の他のプリンシパルに付与することができます。共有テーブルに対する ALTER
許可が付与されており、そのテーブルが登録された Amazon S3 ロケーションをポイントする場合は、そ
のロケーションに対するデータロケーション許可も付与する必要があります。同様に、共有データベース
に対する CREATE_TABLE または ALTER 許可が付与されており、そのデータベースに登録されたロケー
ションをポイントするロケーションプロパティがある場合は、そのロケーションに対しするデータロケー
ション許可も付与する必要があります。

共有ロケーションに対するデータロケーション許可をアカウント内のプリンシパルに付与するには、その
ロケーションに対する grant オプション付きの DATA_LOCATION_ACCESS 許可がアカウントに付与されて
いる必要があります。その後、アカウント内の別のプリンシパルに DATA_LOCATION_ACCESS を付与する
ときは、所有者アカウントの Data Catalog ID (AWS アカウント ID) を含める必要があります。所有者アカ
ウントは、ロケーションを登録したアカウントです。

データロケーション許可は、AWS Lake Formation コンソール、API、または AWS Command Line 
Interface ( AWS CLI ) を使用して付与することができます。

アカウントと共有されたデータロケーションに対する許可を付与する (コンソール)

• 「データロケーション許可の付与 (同じアカウント) (p. 164)」の手順を実行します。

[Storage locations] (ストレージのロケーション) には、ロケーションを入力する必要がありま
す。[Registered account location] (登録されたアカウントのロケーション) には、所有者アカウントの 
AWS アカウント ID を入力します。
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アカウントと共有されたデータロケーションに対する許可を付与する (AWS CLI)

• 以下のコマンドのいずれかを入力して、ユーザーまたはロールに許可を付与します。

aws lakeformation grant-permissions --principal 
 DataLakePrincipalIdentifier=arn:aws:iam::<account-id>:user/<user-name> --permissions 
 "DATA_LOCATION_ACCESS" --resource '{ "DataLocation": {"CatalogId":"<owner-account-
ID>","ResourceArn":"arn:aws:s3:::<s3-location>"}}'
aws lakeformation grant-permissions --principal 
 DataLakePrincipalIdentifier=arn:aws:iam::<account-id>:role/<role-name> --permissions 
 "DATA_LOCATION_ACCESS" --resource '{ "DataLocation": {"CatalogId":"<owner-account-
ID>","ResourceArn":"arn:aws:s3:::<s3-location>"}}'

Data Catalog リソースに対する許可の付与と取り消
し

AWS Lake Formation のプリンシパルに Data Catalog 許可を付与して、プリンシパルが Data Catalog リ
ソースを作成および管理し、基盤となるデータにアクセスできるようにすることができます。

Data Catalog 許可は、メタデータデータベースとメタデータテーブルの両方に対する許可を付与できま
す。テーブルに対する許可を付与する場合、特定のテーブル列へのアクセスを制限して、より細かな粒度
のアクセスコントロールを行うことができます。

個々のテーブルに対する許可を付与する、または 1 回の付与操作で、データベース内のすべてのテーブ
ルに対する許可を付与することができます。データベース内のすべてのテーブルに対する許可を付与する
と、データベースに対する DESCRIBE 許可を黙示的に付与することになります。その後は、データベース
がコンソールの [Databases] (データベース) ページに表示され、GetDatabases API 操作によって返され
ます。

許可は、名前付きリソース方式、または Lake Formation のタグベースのアクセスコントロール (LF-TBAC) 
方式を使用して付与することができます。

許可は、同じ AWS アカウント内のプリンシパル、または外部のアカウントあるいは組織に付与すること
ができます。外部のアカウントまたは組織に付与するときは、所有するリソースをこれらのアカウントま
たは組織と共有することになります。このため、これらのアカウントまたは組織のプリンシパルが、所有
する Data Catalog リソースと、基盤となるデータにアクセスできるようになります。

Note

現在、LF-TBAC 方式は IAM プリンシパル、AWS アカウント、AWS Organizations、および組織
単位 (OU) へのクロスアカウントアクセス許可の付与をサポートしています。

外部のアカウントまたは組織に許可を付与する場合は、grant オプションを含める必要があります。共有リ
ソースにアクセスできるのは、外部アカウント内のデータレイク管理者が外部アカウント内の他のプリン
シパルに共有リソースに対する許可を付与するまで、データレイク管理者のみになります。

Data Catalog 許可は、AWS Lake Formation コンソール、API、または AWS Command Line Interface 
(AWS CLI) を使用することで付与できます。

トピック
• 名前付きリソース方式を使用した Data Catalog 許可の付与 (p. 170)
• LF-TBAC 方式を使用した Data Catalog 許可の付与 (p. 182)

以下も参照してください。

• AWS アカウント間での Data Catalog テーブルとデータベースの共有 (p. 142)
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• メタデータのアクセスコントロール (p. 295)
• Lake Formation 許可のリファレンス (p. 211)

名前付きリソース方式を使用した Data Catalog 許可
の付与
名前付きリソース方式を使用して、特定の Data Catalog データベースとテーブルに対する Lake Formation 
許可を付与することができます。許可は、AWS Lake Formation コンソール、API、または AWS 
Command Line Interface (AWS CLI) を使用して付与することができます。

トピック
• Lake Formation コンソールと名前付きリソース方式を使用したデータベース許可の付与 (p. 170)
• AWS CLI と名前付きリソース方式を使用したデータベース許可の付与 (p. 173)
• Lake Formation コンソールと名前付きリソース方式を使用したテーブル許可の付与 (p. 175)
• AWS CLI と名前付きリソース方式を使用したテーブル許可の付与 (p. 180)

Lake Formation コンソールと名前付きリソース方式を使用した
データベース許可の付与
以下は、名前付きリソース方式と、Lake Formation コンソールの [Grant Permissions] (許可の付与) ページ
を使用して、データベース許可を付与する方法を説明する手順です。このページは、以下のセクションに
分けられています。

• [Principals] (プリンシパル) – アクセス許可の付与先となるユーザー、ロール、AWS アカウント、組織、
または組織単位。

• [LF-Tags or catalog resources] (LF タグまたはカタログリソース) – 付与する許可の対象となるデータ
ベース、テーブル、またはリソースリンク。

• [Permissions] (許可) – 付与される Lake Formation 許可。

Note

データベースリソースリンクに対する許可を付与するには、「リソースリンク許可の付
与 (p. 200)」を参照してください。

[アクセス許可の付与] ページを開く

1. AWS Lake Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/) を開き、データレ
イク管理者、データベース作成者、またはデータベースに対する [付与可能なアクセス許可] を持って
いる IAM ユーザーとしてサインインします。

2. 次のいずれかを実行します。

• ナビゲーションペインで、[Data lake permissions] (データレイクの許可) を選択します。次
に、[Grant] (付与) を選択します。

• ナビゲーションペインで、[Databases] (データベース) を選択します。次に、[Database] (データ
ベース) ページでデータベースを選択し、[Actions] (アクション) メニューの [Permissions] (許可) で
[Grant] (付与) を選択します。
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Note

データベースに対する許可は、そのリソースリンクを使用して付与できます。これを実行す
るには、[Database] (データベース) ページでリソースリンクを選択し、[Actions] (アクショ
ン) メニューで [Grant on target] (ターゲットに対して付与) を選択します。詳細については、
「Lake Formation でのリソースリンクの仕組み (p. 146)」を参照してください。

プリンシパルを指定する

[Principals] (プリンシパル) セクションでプリンシパルタイプを選択してから、アクセス許可の付与先とな
るプリンシパルを指定します。

IAM ユーザーとロール

[IAM users and roles] (IAM ユーザーおよびロール) リストから、1 人、または複数のユーザーまたは
ロールを選択します。

SAML ユーザーとグループ

[SAML and Amazon QuickSight users and groups] (SAML および Amazon QuickSight のユーザーと
グループ) の場合は、SAML 経由でフェデレートされたユーザーまたはグループに 1 つ、または複数
の Amazon リソースネーム (ARN) を入力するか、Amazon QuickSight のユーザーまたはグループに 
ARN を入力します。各 ARN の後で Enter キーを押します。

ARN の構築方法については、「Lake Formation の付与および取り消し AWS CLI コマン
ド (p. 211)」を参照してください。

Note

Lake Formation の Amazon QuickSight との統合がサポートされるのは、Amazon QuickSight 
Enterprise Edition のみです。

外部アカウント

AWS アカウント、AWS 組織、または IAM プリンシパルには、IAM ユーザーまたはロールの 1 つ以
上の有効な AWS アカウント ID、組織 ID、組織単位 ID、または ARN を入力します。各 ID の後で
[Enter] キーを押します。

組織 ID は、最初の「o-」と、その後に続く 10～32 個の小文字または数字で構成されています。
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組織単位 ID は「ou-」で始まり、その後に 4～32 個の小文字または数字 (OU が含まれるルートの ID) 
が続きます。この文字列の後には、2 番目の「-」ダッシュと 8～32 個の追加の小文字または数字が続
きます。

以下も参照してください。

• 共有 Data Catalog テーブルとデータベースへのアクセスと表示 (p. 142)

データベースを指定する

[LF-Tags or catalog resources] (LF タグまたはカタログリソース) セクションで、付与する許可の対象とな
るデータベースを 1 つ、または複数選択します。

1. [Named data catalog resources] (名前付きの Data Catalog リソース) を選択します。

2. [Database] (データベース) のリストから、1 つ、または複数のデータベースを選択します。1 つ以上
のテーブルやデータフィルターを選択することもできます。

許可を指定する

[Permissions] (許可) セクションで、許可と付与可能な許可を選択します。
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1. [Database permissions] (データベースの許可) で、付与する許可を 1 つ、または複数選択します。

Note

登録されたロケーションをポイントするロケーションプロパティを持ったデータベースに対す
る Create Table または Alter を付与した後は、プリンシパルにもそのロケーションに対す
るデータロケーション許可を付与するようにしてください。詳細については、「データロケー
ション許可の付与 (p. 163)」を参照してください。

2. (オプション) [Grantable permissions] (付与可能な許可) で、付与対象者がそれぞれの AWS アカウント
内の他のプリンシパルに付与できる許可を選択します。このオプションは、外部アカウントから IAM プ
リンシパルにアクセス許可を付与する場合はサポートされません。

3. [Grant] (付与) を選択します。

以下も参照してください。

• Lake Formation 許可のリファレンス (p. 211)
• アカウントと共有されたデータベースまたはテーブルに対する許可の付与 (p. 199)

AWS CLI と名前付きリソース方式を使用したデータベース許可
の付与
データベース許可は、名前付きリソース方式と AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して付与
することができます。

AWS CLI を使用してデータベース許可を付与する

• grant-permissions コマンドを実行し、付与される許可に応じて、データベースまたは Data 
Catalog をリソースとして指定します。

以下の例の <account-id> は、有効な AWS アカウント ID に置き換えてください。

Example – データベースを作成するための付与

この例では、CREATE_DATABASE をユーザー datalake_user1 に付与します。この許可が付
与されるリソースは Data Catalog であるため、コマンドは resource パラメータとして空の
CatalogResource 構造を指定します。
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aws lakeformation grant-permissions --principal 
 DataLakePrincipalIdentifier=arn:aws:iam::<account-id>:user/datalake_user1 --
permissions "CREATE_DATABASE" --resource '{ "Catalog": {}}'

Example – 指定されたデータベースでテーブルを作成するための付与

次の例は、データベース retail での CREATE_TABLE をユーザー datalake_user1 に付与しま
す。

aws lakeformation grant-permissions --principal 
 DataLakePrincipalIdentifier=arn:aws:iam::<account-id>:user/datalake_user1 --
permissions "CREATE_TABLE" --resource '{ "Database": {"Name":"retail"}}'

Example – 付与オプションを使用した外部 AWS アカウントへの付与

次の例は、データベース retail に対する grant オプション付きの CREATE_TABLE を外部アカウン
ト 1111-2222-3333 に付与します。

aws lakeformation grant-permissions --principal 
 DataLakePrincipalIdentifier=111122223333 --permissions "CREATE_TABLE" --permissions-
with-grant-option "CREATE_TABLE" --resource '{ "Database": {"Name":"retail"}}'

Example – 組織への付与

次の例は、データベース issues に対する grant オプション付きの ALTER を組織 o-abcdefghijkl
に付与します。

aws lakeformation grant-permissions --principal 
 DataLakePrincipalIdentifier=arn:aws:organizations::111122223333:organization/o-
abcdefghijkl --permissions "ALTER" --permissions-with-grant-option "ALTER" --resource 
 '{ "Database": {"Name":"issues"}}'

Example - 同じアカウントで ALLIAMPrincipals に付与

次の例では、同じアカウントのすべてのプリンシパルにデータベース retail への CREATE_TABLE
アクセス許可を付与します。このオプションを使用すると、アカウント内のすべてのプリンシパルが
データベースにテーブルを作成し、統合クエリエンジンが共有データベースとテーブルにアクセスで
きるようにするテーブルリソースリンクを作成できます。このオプションは、プリンシパルがクロス
アカウント付与を受け取っていて、リソースリンクを作成するアクセス許可を持っていない場合に特
に役立ちます。このシナリオでは、データレイク管理者がプレースホルダーデータベースを作成して
ALLIAMPrincipal グループに CREATE_TABLE アクセス許可を付与し、アカウント内の各 IAM プリ
ンシパルがプレースホルダーデータベースにリソースリンクを作成できるようにします。

aws lakeformation grant-permissions --principal 
 DataLakePrincipalIdentifier=111122223333:IAMPrincipals --permissions "CREATE_TABLE"  
 --resource '{ "Database": {"Name":"temp","CatalogId":"111122223333"}}' 

Example - 外部アカウントでの ALLIAMPrincipals への付与

次の例では、外部アカウントのすべてのプリンシパルにデータベース retail への CREATE_TABLE
を付与します。このオプションにより、アカウント内の各プリンシパルがデータベースにテーブルを
作成できます。
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aws lakeformation grant-permissions --principal 
 DataLakePrincipalIdentifier=111122223333:IAMPrincipals --permissions "CREATE_TABLE"  
 --resource '{ "Database": {"Name":"retail","CatalogId":"123456789012"}}'

Note

登録されたロケーションをポイントするロケーションプロパティを持ったデータベースに対する
CREATE_TABLE または ALTER を付与した後は、プリンシパルにもそのロケーションに対する
データロケーション許可を付与するようにしてください。詳細については、「データロケーショ
ン許可の付与 (p. 163)」を参照してください。
以下も参照してください。

• Lake Formation 許可のリファレンス (p. 211)
• アカウントと共有されたデータベースまたはテーブルに対する許可の付与 (p. 199)

Lake Formation コンソールと名前付きリソース方式を使用した
テーブル許可の付与
Lake Formation コンソールと名前付きリソース方式を使用して、Data Catalog テーブルに対する Lake 
Formation 許可を付与することができます。個々のテーブルに対する許可を付与する、または 1 回の付与
操作で、データベース内のすべてのテーブルに対する許可を付与することができます。

データベース内のすべてのテーブルに対する許可を付与すると、データベースに対する DESCRIBE 許可を
黙示的に付与することになります。その後は、データベースがコンソールの [Databases] (データベース) 
ページに表示され、GetDatabases API 操作によって返されます。

付与する許可として SELECT を選択するときは、列フィルター、行フィルター、またはセルフィルターを
適用するオプションがあります。

以下は、名前付きリソース方式と、Lake Formation コンソールの [Grant Permissions] (許可の付与) ページ
を使用して、テーブル許可を付与する方法を説明する手順です。このページは、これらのセクションに分
けられています。

• [Principals] (プリンシパル) – 許可の付与先となるユーザー、ロール、AWS アカウント、組織、または組
織単位。

• [LF-Tags or catalog resources] (LF タグまたはカタログリソース) – 付与される許可の対象となるデータ
ベース、テーブル、またはリソースリンク。

• [Permissions] (許可) – 付与される Lake Formation 許可。

Note

テーブルリソースリンクに対する許可を付与するには、「リソースリンク許可の付与 (p. 200)」
を参照してください。

許可の付与ページを開く

1. AWS Lake Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/) を開き、データ
レイク管理者、データベース作成者、またはデータベースに対する grant オプション付きの Lake 
Formation 許可を付与されたユーザーとしてサインインします。

2. 以下のいずれかを実行します。

• ナビゲーションペインで、[Data Lake permissions] (データレイクの許可) を選択します。次
に、[Grant] (付与) を選択します。
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• ナビゲーションペインで [Table] (テーブル) を選択します。次に、[Tables] (テーブル) ページでテー
ブルを選択し、[Actions] (アクション) メニューの [Permissions] (許可) で [Grant] (付与) を選択しま
す。

Note

テーブルに対する許可は、リソースリンクを使用して付与することができます。これを実
行するには、[Tables] (テーブル) ページでリソースリンクを選択し、[Actions] (アクション) 
メニューで [Grant on target] (ターゲットに対して付与) を選択します。詳細については、
「Lake Formation でのリソースリンクの仕組み (p. 146)」を参照してください。

プリンシパルを指定する
[Principals] (プリンシパル) セクションでプリンシパルタイプを選択して、許可の付与先となるプリンシパ
ルを指定します。

IAM ユーザーとロール

[IAM users and roles] (IAM ユーザーおよびロール) リストから、1 人、または複数のユーザーまたは
ロールを選択します。

SAML ユーザーとグループ

[SAML and Amazon QuickSight users and groups] (SAML および Amazon QuickSight のユーザーと
グループ) の場合は、SAML 経由でフェデレートされたユーザーまたはグループに 1 つ、または複数
の Amazon リソースネーム (ARN) を入力するか、Amazon QuickSight のユーザーまたはグループに 
ARN を入力します。各 ARN の後で Enter キーを押します。

ARN の構築方法については、「Lake Formation の付与および取り消し AWS CLI コマン
ド (p. 211)」を参照してください。

Note

Lake Formation の Amazon QuickSight との統合がサポートされるのは、Amazon QuickSight 
Enterprise Edition のみです。

外部アカウント

[AWS アカウント、AWS 組織]、または [IAM プリンシパル] には、IAM ユーザーまたはロールの 1 つ
以上の有効な AWS アカウント ID、組織 ID、組織単位 ID、または ARN を入力します。各 ID の後で
[Enter] キーを押します。
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組織 ID は、最初の「o-」と、その後に続く 10～32 個の小文字または数字で構成されています。

組織単位 ID は「ou-」で始まり、その後に 4～32 個の小文字または数字 (OU が含まれるルートの ID) 
が続きます。この文字列の後には、2 番目の「-」文字と 8～32 個の追加の小文字または数字が続きま
す。

以下も参照してください。

• 共有 Data Catalog テーブルとデータベースへのアクセスと表示 (p. 142)

テーブルを指定する

[LF-Tags or catalog resources] (LF タグまたはカタログリソース) セクションで、データベースを選択しま
す。次に、1 つ、または複数のテーブルを選択するか、[All tables] (すべてのテーブル) を選択します。

許可を指定する

[Permissions] (許可) セクションで以下のいずれかを行って、許可と付与可能な許可を選択します。

• テーブル許可を指定する (データフィルタリングなし) (p. 177)
• データフィルタリングを使用して選択許可を指定する (p. 178)

テーブル許可を指定する (データフィルタリングなし)

1. 付与するテーブル許可を選択し、オプションで付与可能な許可を選択します。
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[Select] (選択) を付与する場合は、[Table and column permissions] (テーブルと列の許可) セクショ
ンの下に、[All data access] (すべてのデータアクセス) オプションがデフォルトで選択された [Data 
permissions] (データの許可) セクションが表示されます。デフォルトを受け入れます。

2. [Grant] (付与) を選択します。

データフィルタリングを使用して選択許可を指定する

1. [Select] (選択) 許可を選択します。他の許可は選択しないでください。

[Data permissions] (データの許可) セクションが、[Table and column permissions] (テーブルと列の許
可) セクションの下に表示されます。

2. 以下のいずれかを実行します。

• シンプルな列フィルタリングのみを適用します。
1. [Simple column-based access] (シンプルな列ベースのアクセス) を選択します。
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2. 列を含めるか除外するかを選択してから、含める、または除外する列を選択します。

外部の AWS アカウントまたは組織に許可を付与する場合は、含めるリストのみがサポートされ
ます。

3. (オプション) [Grantable permissions] (付与可能な許可) で、[Select] (選択) に対して grant オプ
ションをオンにします。

Grant オプションを含めると、付与対象者は、ユーザーが付与対象者に付与する列に対する許可
のみを付与できます。

Note

また、列フィルターは、列フィルターを指定し、すべての行を行フィルターとして指定す
るデータフィルターを作成することによってのみ、適用できます。ただし、これには追加
の手順が必要になります。

• 列、行、またはセルのフィルタリングを適用します。
1. [Advanced cell-level filters] (高度なセルレベルのフィルター) を選択します。
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2. (オプション) [view existing permissions] (既存の許可を表示) を展開します。
3. (オプション) [Create new filter] (新しいフィルターを作成) を選択します。
4. (オプション) リストされたフィルターの詳細を表示する、または新しいフィルターの作成や既存

のフィルターの削除を実行するには、[Manage filters] (フィルターを管理) を選択します。

[Data filters] (データフィルター) ページは、新しいブラウザで開きます。

[Data filters] (データフィルター) ページでの作業を終えたら、[Grant permissions] (許可の付与) 
ページに戻り、必要に応じてページを更新して、作成した新しいデータフィルターを表示しま
す。

5. この付与に適用する 1 つ、または複数のデータフィルターを選択します。
Note

リストにデータフィルターがない場合は、選択したテーブルに対してデータフィルター
が作成されていないことを意味します。

3. [Grant] (付与) を選択します。

以下も参照してください。

• Lake Formation アクセスコントロールの概要 (p. 292)
• Lake Formation でのデータフィルタリングとセルレベルのセキュリティ (p. 269)
• Lake Formation のペルソナと IAM 許可のリファレンス (p. 327)

AWS CLI と名前付きリソース方式を使用したテーブル許可の付
与
テーブル許可は、名前付きリソース方式と AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して付与する
ことができます。

AWS CLI を使用してテーブル許可を付与する

• grant-permissions コマンドを実行し、リソースとしてテーブルを指定します。
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Example – 単一のテーブルに対する付与 – フィルタリングなし

以下の例は、データベース retail のテーブル inventory に対する SELECT および ALTER を、AWS ア
カウント 1111-2222-3333 のユーザー datalake_user1 に付与します。

aws lakeformation grant-permissions --principal 
 DataLakePrincipalIdentifier=arn:aws:iam::111122223333:user/datalake_user1 --permissions 
 "SELECT" "ALTER" --resource '{ "Table": {"DatabaseName":"retail", "Name":"inventory"}}'

Note

登録されたロケーションに基盤となるデータを持つテーブルに対する ALTER 許可を付与する場合
は、そのロケーションに対するデータロケーション許可もプリンシパルに付与するようにしてく
ださい。詳細については、「データロケーション許可の付与 (p. 163)」を参照してください。

Example – 付与オプションを使用したすべてのテーブルに対する付与 – フィルタリングなし

次の例は、データベース retail 内のすべてのテーブルに対する grant オプション付きの SELECT を付与
します。

aws lakeformation grant-permissions --principal 
 DataLakePrincipalIdentifier=arn:aws:iam::111122223333:user/datalake_user1 --permissions 
 "SELECT" --permissions-with-grant-option "SELECT" --resource '{ "Table": { "DatabaseName": 
 "retail", "TableWildcard": {} } }'

Example – シンプルな列フィルタリングを使用する付与

次の例は、表 persons 内の列のサブセットに対する SELECT を付与します。これは、シンプルな列フィ
ルタリングを使用します。

aws lakeformation grant-permissions --principal 
 DataLakePrincipalIdentifier=arn:aws:iam::111122223333:user/datalake_user1 --permissions 
 "SELECT" --resource '{ "TableWithColumns": {"DatabaseName":"hr", "Name":"persons", 
 "ColumnNames":["family_name", "given_name", "gender"]}}'

Example – データフィルターを適用する付与

この例は、orders テーブルに対する SELECT を付与し、restrict-pharma データフィルターを適用し
ます。

aws lakeformation grant-permissions --cli-input-json file://grant-params.json

以下は、ファイル grant-params.json の内容です。

{ 
    "Principal": {"DataLakePrincipalIdentifier": "arn:aws:iam::111122223333:user/
datalake_user1"}, 
    "Resource": { 
        "DataCellsFilter": { 
            "TableCatalogId": "111122223333", 
            "DatabaseName": "sales", 
            "TableName": "orders", 
            "Name": "restrict-pharma" 
        } 
    }, 
    "Permissions": ["SELECT"], 
    "PermissionsWithGrantOption": ["SELECT"]
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}

以下も参照してください。

• Lake Formation アクセスコントロールの概要 (p. 292)
• Lake Formation でのデータフィルタリングとセルレベルのセキュリティ (p. 269)
• Lake Formation 許可のリファレンス (p. 211)

LF-TBAC 方式を使用した Data Catalog 許可の付与
Lake Formation のタグベースのアクセスコントロール (LF-TBAC) 方式を使用して、Data Catalog データ
ベース、テーブル、および列に対する Lake Formation 許可を付与することができます。

許可は、AWS Lake Formation コンソール、API、または AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用
して付与することができます。

トピック
• Lake Formation コンソールと LF-TBAC 方式を使用した Data Catalog 許可の付与 (p. 182)
• AWS CLI と LF-TBAC 方式を使用した Data Catalog 許可の付与 (p. 185)

以下も参照してください。

• LF-Tag アクセス許可の付与、取り消し、および表示 (p. 248)
• メタデータアクセスコントロールのための LF タグの管理 (p. 233)
• Lake Formation のタグベースのアクセスコントロール (p. 224)

Lake Formation コンソールと LF-TBAC 方式を使用した Data 
Catalog 許可の付与
以下は、Lake Formation のタグベースのアクセスコントロール (LF-TBAC) 方式と Lake Formation コン
ソールの [Grant Permissions] (許可の付与) ページを使用して、許可を付与する方法を説明する手順です。
このページは、以下のセクションに分かれています。

• [Principals] (プリンシパル) – 許可を付与する先のユーザー、ロール、および AWS アカウント。
• [LF-Tags or catalog resources] (LF タグまたはカタログリソース) – 付与する許可の対象となるデータ

ベース、テーブル、またはリソースリンク。
• [Permissions] (許可) – 付与される Lake Formation 許可。

許可の付与ページを開く

1. AWS Lake Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/) を開き、データレ
イク管理者、または LF-TBAC を通じて Data Catalog リソースに対する grant オプション付きの Lake 
Formation 許可を付与されたユーザーとしてサインインします。

2. ナビゲーションペインで、[Data permissions] (データの許可) を選択します。次に、[Grant] (付与) を
選択します。

プリンシパルを指定する
[Principals] (プリンシパル) セクションでプリンシパルタイプを選択してから、許可の付与先となるプリン
シパルを指定します。
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IAM ユーザーとロール

[IAM users and roles] (IAM ユーザーおよびロール) リストから、1 人、または複数のユーザーまたは
ロールを選択します。

SAML ユーザーとグループ

[SAML and Amazon QuickSight users and groups] (SAML および Amazon QuickSight のユーザーと
グループ) の場合は、SAML 経由でフェデレートされたユーザーまたはグループに 1 つ、または複数
の Amazon リソースネーム (ARN) を入力するか、Amazon QuickSight のユーザーまたはグループに 
ARN を入力します。各 ARN の後で Enter キーを押します。

ARN の構築方法については、「Lake Formation の付与および取り消し AWS CLI コマン
ド (p. 211)」を参照してください。

Note

Lake Formation の Amazon QuickSight との統合がサポートされるのは、Amazon QuickSight 
Enterprise Edition のみです。

外部アカウント

[AWS アカウント、AWS 組織]、または [IAM プリンシパル] には、IAM ユーザーまたはロールの 1 つ
以上の有効な AWS アカウント ID、組織 ID、組織単位 ID、または ARN を入力します。各 ID の後で
[Enter] キーを押します。

組織 ID は、最初の「o-」と、その後に続く 10～32 個の小文字または数字で構成されています。

組織単位 ID は「ou-」で始まり、その後に 4～32 個の小文字または数字 (OU が含まれるルートの ID) 
が続きます。この文字列の後には、2 番目の「-」ダッシュと 8～32 個の追加の小文字または数字が続
きます。

以下も参照してください。

• 共有 Data Catalog テーブルとデータベースへのアクセスと表示 (p. 142)

LF タグを指定する

1. [Resources matched by LF-tags] (LF タグに一致するリソース) オプションが選択されていることを確
認します。
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2. [Add LF-tag] (LF タグを追加) を選択します。
3. LF タグのキーと値を選択します。

複数の値を選択する場合は、OR 演算子で LF タグ式を作成していることになります。これは、LF タ
グの値のいずれかが Data Catalog リソースに割り当てられた LF タグと一致する場合、そのリソース
に対する許可が付与されることを意味します。

4. (オプション) [Add LF-Tag] (LF タグを追加) を再度選択して、別の LF タグを指定します。

複数の LF タグを指定する場合は、AND 演算子で LF タグ式を作成していることになります。プリンシ
パルには、LF タグ式内の各 LF タグに一致する LF タグが Data Catalog リソースに割り当てられてい
る場合にのみ、そのリソースに対する許可が付与されます。

許可を指定する

プリンシパルに付与される、一致する Data Catalog リソースに対する許可を指定します。一致するリソー
スとは、プリンシパルに付与された LF タグ式の 1 つに一致する LF タグが割り当てられたリソースです。

一致するデータベース、一致するテーブル、またはそれら両方について付与する許可を指定できます。
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1. [Database permissions] (データベースの許可) で、プリンシパルに付与される、一致するデータベー
スに対するデータベース許可を選択します。

2. [Table permissions] (テーブルの許可) で、プリンシパルに付与される、一致するテーブルに対する
テーブル許可を選択します。

3. [Grant] (付与) を選択します。

AWS CLI と LF-TBAC 方式を使用した Data Catalog 許可の付与
AWS Command Line Interface (AWS CLI) と Lake Formation のタグベースのアクセスコントロール (LF-
TBAC) 方式を使用して、Data Catalog データベース、テーブル、および列に対する Lake Formation 許可
を付与することができます。

LF-TBAC (AWS CLI) を使用して Data Catalog の許可を付与する

• grant-permissions コマンドを実行します。

Example

以下の例は、LF タグ式「module=*」(すべての値と LF タグのキーである module) をユー
ザー datalake_user1 に付与します。このユーザーは、一致するすべてのデータベース、
つまり、module キーと任意の値を持つ LF タグが割り当てられているデータベースに対する
CREATE_TABLE 許可を持つようになります。

aws lakeformation grant-permissions --principal 
 DataLakePrincipalIdentifier=arn:aws:iam::111122223333:user/
datalake_user1 --permissions "CREATE_TABLE" --resource '{ "LFTagPolicy": 
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 {"CatalogId":"111122223333","ResourceType":"DATABASE","Expression":
[{"TagKey":"module","TagValues":["*"]}]}}' 

Example

以下の例は、LF タグ式「(level=director) AND (region=west OR region=south)」
をユーザー datalake_user1 に付与します。このユーザーは、一致するテーブル、つまり
level=director と (region=west または region=south) の両方が割り当てられているテーブル
に対する grant オプション付きの SELECT、ALTER、および DROP 許可を持つようになります。

aws lakeformation grant-permissions --principal 
 DataLakePrincipalIdentifier=arn:aws:iam::111122223333:user/
datalake_user1 --permissions "SELECT" "ALTER" "DROP" --permissions-
with-grant-option "SELECT" "ALTER" "DROP" --resource '{ "LFTagPolicy": 
 {"CatalogId":"111122223333","ResourceType":"TABLE","Expression": [{"TagKey": 
 "level","TagValues": ["director"]},{"TagKey": "region","TagValues": ["west", 
 "south"]}]}}'

Example

次の例は、LF タグ式「module=orders」を AWS アカウント 1234-5678-9012 に付与しま
す。付与後、このアカウント内のデータレイク管理者は、そのアカウント内のプリンシパルに
「module=orders」式を付与できるようになります。そうすると、これらのプリンシパルは、名前
付きリソース方式または LF-TBAC 方式のいずれかを使用することで、アカウント 1111-2222-3333 が
所有し、アカウント 1234-5678-9012 と共有されるデータベースに対する CREATE_TABLE 許可を持
つようになります。

aws lakeformation grant-permissions --principal 
 DataLakePrincipalIdentifier=123456789012 --permissions "CREATE_TABLE" --
permissions-with-grant-option "CREATE_TABLE" --resource '{ "LFTagPolicy": 
 {"CatalogId":"111122223333","ResourceType":"DATABASE","Expression":
[{"TagKey":"module","TagValues":["orders"]}]}}'

Lake Formation でのデータベースとテーブル許可
の表示

Data Catalog データベースまたはテーブルについて付与された Lake Formation 許可を表示することができ
ます。これは、Lake Formation コンソール、API、または AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使
用して実行できます。

コンソールを使用した許可の表示は、[Databases] (データベース) もしくは [Tables] (テーブル) ページ、ま
たは [Data permissions] (データの許可) ページから開始することができます。

Note

データベース管理者またはリソース所有者ではないときは、リソースに対する grant オプション
付きの Lake Formation 許可がある場合に限り、他のプリンシパルが持っているそのリソースに対
する許可を表示できます。
必要な Lake Formation 許可に加えて、AWS Identity and Access Management (IAM) 許可 の
glue:GetDatabases、glue:GetDatabase、glue:GetTables、glue:GetTable、および
glue:ListPermissions が必要です。

データベースに対する許可を表示する (コンソール。[Databases] (データベース) ページから開始)

1. Lake Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/) を開きます。
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データレイク管理者、データベース作成者、またはデータベースに対する grant オプション付きの 
Lake Formation 許可を持つユーザーとしてサインインします。

2. ナビゲーションペインで、[Databases] (データベース) を選択します。
3. データベースを選択し、[Actions] (アクション) メニューで [View permissions] (許可を表示) を選択し

ます。

Note

データベースリソースリンクを選択する場合、Lake Formation はリソースリンクのターゲッ
トデータベースではなく、リソースリンクに対する許可を表示します。

[Data permissions] (データの許可) ページに、データベースに対するすべての Lake Formation 許可が
リストされます。検索ボックスの下に、データベース名とデータベース所有者のカタログ ID (AWS 
アカウント ID) がラベルとして表示されます。タイルは、そのデータベースに対する許可のみをリス
トするようにフィルターが適用されたことを示します。タイルを閉じる、または [Clear filter] (フィル
ターをクリア) を選択することで、フィルターを調整することができます。

データベースに対する許可を表示する (コンソール。[Data permissions] (データの許可) ページか
ら開始)

1. Lake Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/) を開きます。

データレイク管理者、データベース作成者、またはデータベースに対する grant オプション付きの 
Lake Formation 許可を持つユーザーとしてサインインします。

2. ナビゲーションペインで、[Data permissions] (データの許可) を選択します。
3. ページ上部の検索ボックスにカーソルを置き、表示される [Properties] (プロパティ) メニューで

[Database] (データベース) を選択します。
4. 表示される [Databases] (データベース) メニューで、データベースを選択します。

Note

データベースリソースリンクを選択する場合、Lake Formation はリソースリンクのターゲッ
トデータベースではなく、リソースリンクに対する許可を表示します。

[Data permissions] (データの許可) ページに、データベースに対するすべての Lake Formation 許可が
リストされます。データベース名が、検索ボックスの下にタイルとして表示されます。タイルは、そ
のデータベースに対する許可のみをリストするようにフィルターが適用されたことを示します。タイ
ルを閉じる、または [Clear filter] (フィルターをクリア) を選択することで、フィルターを削除すること
ができます。
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テーブルに対する許可を表示する (コンソール。[Tables] (テーブル) ページから開始)

1. Lake Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/) を開きます。

データレイク管理者、テーブル作成者、またはテーブルに対する grant オプション付きの Lake 
Formation 許可を持つユーザーとしてサインインします。

2. ナビゲーションペインで [Table] (テーブル) を選択します。
3. テーブルを選択し、[Actions] (アクション) メニューで [View permissions] (許可を表示) を選択しま

す。

Note

テーブルリソースリンクを選択する場合、Lake Formation はリソースリンクのターゲット
テーブルではなく、リソースリンクに対する許可を表示します。

[Data permissions] (データの許可) ページに、テーブルに対するすべての Lake Formation 許可がリス
トされます。テーブル名、テーブルが含まれるデータベースのデータベース名、テーブル所有者のカ
タログ ID (AWS アカウント ID) が、検索ボックスの下にラベルとして表示されます。ラベルは、その
テーブルに対する許可のみをリストするようにフィルターが適用されたことを示します。ラベルを閉
じる、または [Clear filter] (フィルターをクリア) を選択することで、フィルターを調整することができ
ます。

テーブルに対する許可を表示する (コンソール。[Data permissions] (データの許可) ページから開
始)

1. Lake Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/) を開きます。

データレイク管理者、テーブル作成者、またはテーブルに対する grant オプション付きの Lake 
Formation 許可を持つユーザーとしてサインインします。

2. ナビゲーションペインで、[Data permissions] (データの許可) を選択します。
3. ページ上部の検索ボックスにカーソルを置き、表示される [Properties] (プロパティ) メニューで

[Database] (データベース) を選択します。
4. 表示される [Databases] (データベース) メニューで、データベースを選択します。

Important

外部アカウントからお使いの AWS アカウントと共有されたテーブルに対する許可を表示し
たい場合は、そのテーブルが含まれる外部アカウント内のデータベースを選択して、その
データベースへのリソースリンクを選択しないようにする必要があります。

[Data permissions] (データの許可) ページに、データベースに対するすべての Lake Formation 許可が
リストされます。

5. もう1 度検索ボックスにカーソルを置き、表示される [Properties] (プロパティ) メニューで [Table]
(テーブル) を選択します。
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6. 表示された [Tables] (テーブル) メニューで、テーブルを選択します。

[Data permissions] (データの許可) ページに、テーブルに対するすべての Lake Formation 許可がリス
トされます。テーブル名と、テーブルが含まれるデータベースのデータベース名が、検索ボックスの
下にタイルとして表示されます。タイルは、そのテーブルに対する許可のみをリストするようにフィ
ルターが適用されたことを示します。タイルを閉じる、または [Clear filter] (フィルターをクリア) を選
択することで、フィルターを調整することができます。

テーブルに対する許可を表示する (AWS CLI)

• list-permissions コマンドを入力します。

以下の例は、外部アカウントから共有されているテーブルに対する許可をリストします。CatalogId
プロパティは外部アカウントの AWS アカウント ID で、データベース名はテーブルが含まれる外部ア
カウント内のデータベースを指します。

aws lakeformation list-permissions  --resource-type TABLE --resource '{ "Table": 
 {"DatabaseName":"logs", "Name":"alexa-logs", "CatalogId":"123456789012"}}'

Lake Formation でのクロスアカウントデータ共有
Lake Formation のクロスアカウント機能により、ユーザーは複数の AWS アカウント、AWS 組織間、ま
たはデータカタログメタデータおよび基盤となるデータへの細粒度のアクセスを提供する別のアカウント
の IAM プリンシパルと直接、分散データレイクを安全に共有できます。大規模なエンタープライズでは、
通常複数の AWS アカウントが使用されており、これらのアカウントの多くが単一の AWS アカウントに
よって管理されているデータレイクにアクセスする必要がある場合があります。ユーザーと AWS Glue の
抽出、変換、ロード (ETL) ジョブは、複数のアカウントにまたがってテーブルのクエリと結合を実行でき
るとともに、Lake Formation のテーブルレベルおよび列レベルのデータ保護も活用できます。

データカタログリソースに対する Lake Formation のアクセス許可を外部アカウントに付与するか、また
は別のアカウントの IAM プリンシパルに直接付与する場合、Lake Formation は AWS Resource Access 
Manager (AWS RAM) サービスを使用してリソースを共有します。付与対象アカウントが付与する側のア
カウントと同じ組織内にある場合、付与対象アカウントはその共有リソースをただちに使用できるように
なります。付与対象アカウントが同じ組織内にない場合は、AWS RAM が付与対象アカウントに対して、
リソース付与を受け入れる、または拒否するための招待を送信します。その後、共有リソースを利用可能
にするために、付与対象アカウントのデータレイク管理者が AWS RAM コンソールまたは AWS CLI を使
用して招待を承諾する必要があります。

直接的なクロスアカウント共有

許可されたプリンシパルは、外部アカウントの IAM プリンシパルとリソースを明示的に共有できます。こ
の機能は、外部アカウントの誰がリソースにアクセスできるかをアカウント所有者が制御する場合に便利
です。IAM プリンシパルが受け取るアクセス許可は、直接の付与とアカウントレベルの付与を組み合わせ
たもので、それらはプリンシパルにカスケードされます。受信者アカウントのデータレイク管理者は、直
接のクロスアカウントの付与を確認できますが、アクセス許可を取り消すことはできません。リソース共
有を受け取るプリンシパルが、他のプリンシパルとリソースを共有することはできません。

データカタログリソースを共有する方法

単一の Lake Formation 付与操作で、以下の Data Catalog リソースに対するクロスアカウント許可を付与
できます。

• 1 つのデータベース
• 個々のテーブル (オプションで列フィルタリングを使用)
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• 選択された数個のテーブル
• データベース内のすべてのテーブル (すべてのテーブルのワイルドカードを使用)

データベースとテーブルを他の AWS アカウント、または別のアカウントの IAM プリンシパルと共有する
には、2 つのオプションがあります。

• Lake Formation のタグベースのアクセスコントロール (LF-TBAC) (推奨)

Lake Formation のタグベースのアクセスコントロールは、属性に基づいて許可を定義する認可戦略で
す。タグベースのアクセスコントロールを使用してデータカタログのリソース (データベース、テーブ
ル、および列) を外部の IAM プリンシパル、AWS アカウント、Organizations、および組織単位 (OU) 
と共有できます。これらの属性は、Lake Formation で LF タグと呼ばれています。詳細については、
「Lake Formation のタグベースのアクセスコントロールを使用したデータレイクの管理」を参照してく
ださい。

Note

データカタログのアクセス許可を付与する LF-TBAC 方式では、クロスアカウント付与に AWS 
Resource Access Manager を使用します。
Lake Formation では、LF-TBAC 方式を使用した Organizations および組織単位へのクロスアカ
ウントアクセス許可の付与をサポートするようになりました。
この機能を有効にするには、[Cross account version settings] (クロスアカウントのバージョン
設定) を [Version 3] (バージョン 3) に更新する必要があります。
詳細については、「クロスアカウントデータ共有のバージョン設定の更新 (p. 193)」を参照し
てください。

• Lake Formation の名前付きリソース

名前付きリソース方式を使用した Lake Formation クロスアカウントデータ共有では、データカタログ
テーブルとデータベースに対する付与オプション付きの Lake Formation アクセス許可を、外部の AWS 
アカウント、IAM プリンシパル、組織、または組織単位に付与できます。この付与操作は、これらのリ
ソースを自動的に共有します。

Note

Lake Formation の認証情報を使用して、別のアカウントのデータストアへのアクセスを AWS 
Glue クローラーに許可することもできます。詳細については、AWS Glue デベロッパーガイドの
「クロスアカウントクローリング」を参照してください。

Athena や Amazon Redshift Spectrum などの統合されたサービスでは、クエリに共有リソースを含める
ことができるように、リソースリンクが必要になります。リソースリンクの詳細については、「Lake 
Formation でのリソースリンクの仕組み (p. 146)」を参照してください。

トピック
• 前提条件 (p. 191)
• クロスアカウントデータ共有のバージョン設定の更新 (p. 193)
• 外部アカウントからの、AWS アカウント または IAM プリンシパル間でのデータカタログテーブルと

データベースの共有 (p. 197)
• アカウントと共有されたデータベースまたはテーブルに対する許可の付与 (p. 199)
• リソースリンク許可の付与 (p. 200)
• クロスアカウントのベストプラクティスと制限 (p. 202)
• 共有テーブルの基盤となるデータへのアクセス (p. 203)
• CloudTrail のクロスアカウントロギング (p. 204)
• AWS Glue と Lake Formation の両方を使用したクロスアカウント許可の管理 (p. 207)
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• GetResourceShares API 操作を使用したすべてのクロスアカウント付与の表示 (p. 209)

関連トピック

• Lake Formation 許可の概要  (p. 160)
• 共有 Data Catalog テーブルとデータベースへのアクセスと表示 (p. 142)
• リソースリンクの作成 (p. 146)
• クロスアカウントアクセスのトラブルシューティング (p. 335)

前提条件
AWS アカウントが別のアカウント、または別のアカウントのプリンシパルとデータカタログリソース 
(データベースとテーブル) を共有する前、およびユーザーがそのアカウントと共有されたリソースにアク
セスする前に、以下の前提条件を満たす必要があります。

クロスアカウントデータ共有の一般的な要件

• Data Catalog リソースに対するクロスアカウント許可を付与する前に、そのリソースの
IAMAllowedPrincipals グループからすべての Lake Formation 許可を取り消す必要があります。呼
び出し元のプリンシパルがリソースにアクセスするためのクロスアカウント許可を持っていて、リソー
スに IAMAllowedPrincipals 許可がある場合、Lake Formation は AccessDeniedException をス
ローします。

• 共有する予定のテーブルが含まれるデータベースについては、新しいテーブルに
IAMAllowedPrincipals への Super のデフォルト付与がないようにする必要があります。Lake 
Formation コンソールでデータベースを編集し、[Use only IAM access control for new tables in this 
database] (このデータベース内の新しいテーブルには IAM アクセスコントロールのみを使用する) をオ
フにします。または、次の AWS CLI コマンドを入力し、database をデータベースの名前に置き換え
ます。

aws glue update-database --name >database --database-input 
 '{"Name":"database","CreateTableDefaultPermissions":[]}' 
          

•  クロスアカウント許可を付与するには、付与者が AWS Glue および AWS RAM サービスに対する必要
な AWS Identity and Access Management (IAM) 許可を持っている必要があります。AWS マネージドポ
リシーの AWSLakeFormationCrossAccountManager が必要な許可を付与します。

AWS RAM を使用して共有されるリソースを受け取るアカウントのデータレイク管理者には、以下の追
加のポリシーが必要です。これは、管理者が AWS RAM のリソース共有招待を承諾することを可能にし
ます。また、管理者が組織とのリソース共有を有効にすることも可能にします。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ram:AcceptResourceShareInvitation", 
                "ram:RejectResourceShareInvitation", 
                "ec2:DescribeAvailabilityZones", 
                "ram:EnableSharingWithAwsOrganization" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
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}

• AWS Organizations または組織単位と Data Catalog リソースを共有する場合は、AWS RAM で組織との
共有を有効にする必要があります。

組織との共有を有効にする方法については、AWS RAM ユーザーガイドの「AWS Organizations 内でリ
ソース共有を有効にする」を参照してください。

組織との共有を有効にするには、ram:EnableSharingWithAwsOrganization 許可が必要です。
• 別のアカウントの IAM プリンシパルとリソースを直接共有するには、[Cross account version settings]

(クロスアカウントバージョン設定) を [Version 3] (バージョン 3) に更新する必要があります。この
設定は、[Data catalog settings] (データカタログ設定) ページにあります。[Version 1] (バージョン 1) 
を使用している場合は、設定を更新する手順「クロスアカウントデータ共有のバージョン設定の更
新 (p. 193)」を参照してください。

• AWS Glue サービスで管理されたキーで暗号化された Data Catalog リソースを、別のアカウントと共有
することはできません。共有できるのは、お客様の暗号化キーで暗号化された Data Catalog リソースの
みです。リソース共有を受け取るアカウントには、オブジェクトを復号するための Data Catalog 暗号化
キーに対する許可が必要です。

LF-TBAC 要件を使用したクロスアカウントデータ共有

• Data Catalog リソースを AWS Organizations と組織単位 (OU) と共有するには、[クロスアカウントバー
ジョン設定] を [バージョン 3] に更新する必要があります。

• Data Catalog リソースをバージョン 3 のクロスアカウントバージョン設定と共有するには、付与者はア
カウントの AWS 管理ポリシー AWSLakeFormationCrossAccountManager で定義されている IAM 
アクセス許可を持っている必要があります。

• [クロスアカウントのバージョン設定] のバージョン 1 またはバージョン 2 を使用している場合、LF-
TBAC を有効にする Data Catalog リソースポリシー (glue:PutResourcePolicy) が必要です。
詳細については、「AWS Glue と Lake Formation の両方を使用したクロスアカウント許可の管
理 (p. 207)」を参照してください。

• 現在 AWS Glue Data Catalog リソースポリシーを使用しており、[クロスアカウントバージョン
設定] のバージョン 3 を使用してクロスアカウント許可を付与したいという場合、AWS Glue と 
Lake Formation の両方を使用したクロスアカウント許可の管理 (p. 207) セクションに示され
ているように glue:PutResourcePolicy API オペレーションを使用して Data Catalog 設定で
glue:ShareResource 許可を付与する必要があります。AWS Glue Data Catalog リソースポリシー 
(バージョン 1 とバージョン 2 では glue:PutResourcePolicy の許可を使用) を使用してクロスアカ
ウントアクセス付与を行わなかった場合、このポリシーは必要ありません。

{ 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "glue:ShareResource" 
      ], 
      "Principal": {"Service": [ 
        "ram.amazonaws.com" 
      ]}, 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:glue:<region>:<account-id>:table/*/*", 
        "arn:aws:glue:<region>:<account-id>:database/*", 
        "arn:aws:glue:<region>:<account-id>:catalog" 
      ] 
    }           
         

• アカウントが AWS Glue Data Catalog リソースポリシーを使用してクロスアカウント共有を
行っていて、現在 AWS RAM を使用してリソースを共有するために名前付きリソース方式ま
たは LF-TBAC ([クロスアカウント設定] バージョン 3) を使用してリソースを共有している場
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合、glue:PutResourcePolicy API オペレーションを呼び出すときに引数 EnableHybrid を
'true' に設定する必要があります。詳細については、「AWS Glue と Lake Formation の両方を使用し
たクロスアカウント許可の管理 (p. 207)」を参照してください。

共有リソースにアクセスする各アカウントで必要になるセットアップ

• AWS アカウントとリソースを共有している場合、共有リソースを表示するには、コンシューマーアカウ
ントの少なくとも 1 人のユーザーがデータレイク管理者である必要があります。データレイク管理者の
作成方法については、「データレイク管理者を作成する (p. 10)」を参照してください。

データレイク管理者は、共有リソースに対する Lake Formation 許可をアカウント内の他のプリンシパル
に付与できます。他のプリンシパルは、データレイク管理者から共有リソースに対する許可を付与され
るまで、そのリソースにアクセスできません。

• Athena や Redshift Spectrum などの統合されたサービスでは、クエリに共有リソースを含めることがで
きるように、リソースリンクが必要になります。プリンシパルは、その Data Catalog に、別の AWS ア
カウント アカウントからの共有リソースへのリソースリンクを作成する必要があります。リソースリン
クの詳細については、「Lake Formation でのリソースリンクの仕組み (p. 146)」を参照してください。

• リソースを IAM プリンシパルと直接共有する場合、Athena を使用してテーブルをクエリする場
合、プリンシパルはそのリソースリンクを作成する必要があります。リソースリンクを作成するに
は、プリンシパルは Lake Formation の CREATE_TABLE または CREATE_DATABASE アクセス許可
と、glue:CreateTable または glue:CreateDatabase IAM アクセス許可が必要です。

プロデューサーアカウントが同じデータベース内の別のテーブルを同じプリンシパルまたは別のプリン
シパルと共有している場合、そのプリンシパルはすぐにテーブルをクエリできます。

Note

データレイク管理者と、データレイク管理者から許可が付与されたプリンシパルには、共有リ
ソースがローカル (所有) リソースであるかのように Data Catalog に表示されます。抽出、変換、
ロード (ETL) ジョブは、共有リソースの基盤となるデータにアクセスできます。
共有リソースについては、Lake Formation コンソールの [Tables] (テーブル) および [Databases]
(データベース) ページに所有者のアカウント ID が表示されます。
共有リソースの基盤となるデータに対するアクセスが行われると、共有リソース受領者のア
カウントと、リソース所有者のアカウントの両方で CloudTrail ログイベントが生成されま
す。CloudTrail イベントには、データにアクセスしたプリンシパルの ARN を含めることができま
すが、これは受領者アカウントがログにプリンシパル ARN を含めるようにオプトインする場合の
みになります。詳細については、「CloudTrail のクロスアカウントロギング (p. 204)」を参照し
てください。

クロスアカウントデータ共有のバージョン設定の更新
AWS Lake Formation はときどき、AWS RAM の使用量に加えられた変更を区別し、クロスアカウント
データ共有機能に加えられた更新をサポートするために、クロスアカウントデータ共有設定を更新しま
す。Lake Formation がこれを行うと、[Cross account version settings] (クロスアカウントバージョン設定) 
の新しいバージョンが作成されます。

クロスアカウントバージョン設定の主な違い
さまざまな [Cross account version settings] (クロスアカウントバージョン設定) でのクロスアカウント
データ共有の仕組みの詳細については、以下のセクションを参照してください。

Note

別のアカウントとデータを共有するには、付与者が
AWSLakeFormationCrossAccountManager マネージド IAM ポリシーのアクセス許可を持って
いる必要があります。これがすべてのバージョン必須の前提条件です。
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[Cross account version settings] (クロスアカウントバージョン設定) を更新しても、共有リソー
スに対する受信者のアクセス許可には影響しません。これは、バージョン 1 からバージョン 2、
バージョン 2 からバージョン 3、バージョン 1 からバージョン 3 への更新の場合に適用されま
す。バージョンを更新する際は、以下の考慮事項を参照してください。

バージョン 1

名前付きリソースメソッド: クロスアカウントの Lake Formation のアクセス許可の付与を 1 つの 
AWS RAM リソース共有にマッピングします。ユーザー (付与者ロールまたはプリンシパル) には追加
のアクセス許可は必要ありません。

LF-TBAC 方式: クロスアカウントの Lake Formation アクセス許可の付与では、データの共有に AWS 
RAM は使用されません。ユーザーには glue:PutResourcePolicy アクセス許可が必要です。

バージョン更新のメリット: 初期バージョン - 該当しません

バージョンを更新する際の考慮事項: 初期バージョン - 該当しません
バージョン 2

名前付きリソースメソッド: 複数のクロスアカウントのアクセス許可の付与を 1 つの AWS RAM リ
ソース共有にマッピングすることで、AWS RAM リソース共有の数を最適化します。ユーザーには、
追加のアクセス許可は必要ありません。

LF-TBAC 方式: クロスアカウントの Lake Formation アクセス許可の付与では、データの共有に AWS 
RAM は使用されません。ユーザーには glue:PutResourcePolicy アクセス許可が必要です。

バージョン更新のメリット: AWS RAM キャパシティを最適に使用することで、スケーラブルなクロス
アカウント設定が可能です。

バージョンを更新する場合の考慮事項: クロスアカウントの Lake Formation のアクセス許可を付与す
るユーザーは、AWSLakeFormationCrossAccountManager AWS マネージドポリシーでのアクセ
ス許可を持っている必要があります。それ以外の場合は、別のアカウントとリソースを正常に共有す
るための ram:AssociateResourceShare および ram:DisassociateResourceShare アクセス
許可が必要です。

バージョン 3

名前付きリソースメソッド: 複数のクロスアカウントのアクセス許可の付与を 1 つの AWS RAM リ
ソース共有にマッピングすることで、AWS RAM リソース共有の数を最適化します。ユーザーには、
追加のアクセス許可は必要ありません。

LF-TBAC 方式: Lake Formation では、クロスアカウントの付与に AWS RAM を使用します。ユーザー
は glue:PutResourcePolicy アクセス許可に glue: ShareResource ステートメントを追加する必
要があります。受信者は AWS RAM からのリソース共有招待を承諾する必要があります。

バージョン更新のメリット: 次の機能をサポートします。
• 外部アカウントの IAM プリンシパルとリソースを明示的に共有できます。

詳細については、「Data Catalog リソースに対する許可の付与と取り消し (p. 169)」を参照して
ください。

• Organizations または組織単位 (OU) に対して、LF-TBAC 方式を使用したクロスアカウント共有を可
能にします。

• クロスアカウントの付与の追加の AWS Glue ポリシーを管理するオーバーヘッドがなくなります。

バージョンを更新する際の考慮事項: 付与者がバージョン 3 より前のバージョンを使用し、受信者が
バージョン 3 以降を使用している場合、付与者は「Invalid cross account grant request。Consumer 
account has opt-in to cross account version: v3. DataLakeSetting の CrossAccountVersion を
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最小バージョン v3 に更新してください (Service: AmazonDataCatalog; Status Code: 400; Error Code: 
InvalidInputException)"。ただし、付与者がバージョン 3 を使用し、受信者がバージョン 1 またはバー
ジョン 2 を使用している場合、クロスアカウント付与は正常に行われます。

リソースを別のアカウントの IAM プリンシパルと直接共有するには、付与者だけがバージョン 3 を使
用する必要があります。

LF-TBAC 方式を使用してクロスアカウント付与を行うには、ユーザーがアカウントに AWS Glue 
Data Catalog リソースポリシーを持っている必要があります。バージョン 3 に更新すると、LF-TBAC 
は AWS RAM を使用して付与します。AWS RAM ベースのクロスアカウント付与を成功させるに
は、AWS Glue と Lake Formation の両方を使用したクロスアカウント許可の管理 (p. 207) セクショ
ンに示すように、既存の Data Catalog リソースポリシーに glue:ShareResource ステートメント
を追加する必要があります。

AWS RAM リソース共有の最適化
クロスアカウント付与の新しいバージョン (バージョン 2 以降) は、AWS RAM 容量を最適に活用してク
ロスアカウントの使用率を最大化するようになりました。外部の AWS アカウントまたは IAM プリンシパ
ルとリソースを共有する場合、Lake Formation は新しいリソース共有を作成するか、リソースを既存の共
有と関連付けることができます。Lake Formation は、既存の共有と関連付けることによって、コンシュー
マーが受け入れる必要があるリソース共有への招待数を減らします。

TBAC 経由で AWS RAM 共有を有効にするか、リソースをプリ
ンシパルに直接共有する
リソースを別のアカウントの IAM プリンシパルと直接共有するか、Organizations や組織単位との TBAC 
クロスアカウント共有を有効にするには、[Cross account version settings] (クロスアカウントバージョン
設定) を [Version 3] (バージョン 3) に更新する必要があります。AWS RAM リソースの制限の詳細につい
ては、「クロスアカウントのベストプラクティスと制限 (p. 202)」を参照してください。

クロスアカウントのバージョン設定の更新に必要なアクセス許可

クロスアカウント許可の付与者に AWSLakeFormationCrossAccountManager マネージド IAM ポリ
シーのアクセス許可がある場合、クロスアカウントアクセス許可の付与者ロールまたはプリンシパルに追
加のアクセス許可設定は必要ありません。ただし、クロスアカウントの付与者がマネージドポリシーを使
用していない場合、新しいバージョンのクロスアカウント付与を成功させるには、付与者ロールまたはプ
リンシパルに次の IAM 許可が付与されている必要があります。

  
{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "VisualEditor1", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
         "ram:AssociateResourceShare", 
         "ram:DisassociateResourceShare", 
         "ram:GetResourceShares" 
       ], 
     "Resource": "*", 
     "Condition": { 
       "StringLike": { 
         "ram:ResourceShareName": "LakeFormation*" 
        } 
      } 
    } 
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  ]
} 
      

新しいバージョンを有効にするには
次のステップに従って、AWS Lake Formation コンソールまたは AWS CLI から[Cross account version 
settings] (クロスアカウントバージョン設定) を更新します。

Console

1. [Data catalog settings] (データカタログ設定) ページの [Cross account versions setting] (クロスア
カウントバージョン設定) で [Version 2] (バージョン 2) または [Version 3] (バージョン 3) を選択
します。[Version 1] (バージョン 1) を選択すると、Lake Formation はデフォルトのリソース共有
モードを使用します。

2. [Save (保存)] を選択します。

AWS Command Line Interface (AWS CLI)

put-data-lake-settings AWS CLI コマンドを使用して、CROSS_ACCOUNT_VERSION パラメー
タを設定します。許容される値は、1、2、および 3 です。
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aws lakeformation put-data-lake-settings --region us-east-1 --data-lake-settings 
 file://settings
{ 
    "DataLakeAdmins": [ 
        { 
            "DataLakePrincipalIdentifier": "arn:aws:iam::111122223333:user/test" 
        } 
    ], 
    "CreateDatabaseDefaultPermissions": [], 
    "CreateTableDefaultPermissions": [], 
    "Parameters": { 
        "CROSS_ACCOUNT_VERSION": "3" 
    }
}                        
                          

Important

[Version 2] (バージョン 2) または [Version 3] (バージョン 3) を選択すると、新しい名前付きリ
ソースの付与はすべて新しいクロスアカウント付与モードになります。既存のクロスアカウント
共有に対して AWS RAM 容量を最適に使用するには、以前のバージョンで作成された付与を取り
消し、新しいモードで再度付与することをお勧めします。

外部アカウントからの、AWS アカウント または IAM 
プリンシパル間でのデータカタログテーブルとデータ
ベースの共有
このセクションには、外部の AWS アカウント、IAM プリンシパル、組織、または組織単位に対して、
データカタログのテーブルとデータベースのクロスアカウント許可を有効にする方法の手順が示されてい
ます。この付与操作は、これらのリソースを自動的に共有します。

トピック
• タグベースのアクセスコントロールを使用したデータ共有 (p. 197)
• 名前付きリソース方式を使用したデータ共有 (p. 198)

タグベースのアクセスコントロールを使用したデータ共有
プロデューサー/付与者アカウントで必要なセットアップ

1. LF タグを定義します。LF タグの作成手順については、「LF タグの作成 (p. 234)」を参照してくださ
い。

2. LF タグをターゲットリソースに割り当てる 詳細については、「Data Catalog リソースへの LF タグの
割り当て (p. 239)」を参照してください。

3. LF タグの許可を外部アカウントに付与します。詳細については、「コンソールを使用した LF-Tag アク
セス許可の付与 (p. 249)」を参照してください。

この時点で、コンシューマーデータレイク管理者は被付与者アカウントで共有しているポリシータグ
を、Lake Formation コンソールで確認できるはずです ([Permissions] (許可)、[Administrative roles and 
tasks] (管理ロールおよびタスク)、[LF-tags] (LF タグ) の順に移動します)。

4. データの許可を外部/被付与者アカウントに付与します。
a. ナビゲーションペインで、[Permissions] (許可)、[Data lake permissions] (データレイクの許可) の順

に移動し、[Grant] (付与) を選択します。
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b. [Principals] (プリンシパル) で [External accounts] (外部アカウント) を選択し、プリンシパルのター
ゲット AWS アカウント ID もしくは IAM ロール、またはプリンシパル (プリンシパル ARN) の 
Amazon リソースネーム (ARN) を入力します。

c. [LF-tags or catalog resources] (LF タグまたはカタログリソース) で、コンシューマーアカウントと共
有する LF タグのキーおよび値 (キー Confidentiality および値 public) を選択します。

d. [Permissions] (許可) で、[Resources matched by LF-tags (recommended)] (LF タグに一致するリソー
ス (推奨)) の [Add LF-tag] (LF タグを追加) を選択します。

e. 被付与者アカウントと共有するタグのキーおよび値 (キー Confidentiality および値 public) を
選択します。

f. [Database permissions] (データベースの許可) で、[Database permissions] (データベースの許可) の
[Describe] (記述) を選択して、データベースレベルでアクセス許可を付与します。

g. コンシューマーデータレイク管理者は、コンシューマーアカウントで共有しているポリシータグを 
Lake Formation コンソールで確認できるはずです (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/ で
[Permissions] (許可)、[Administrative roles and tasks] (管理ロールおよびタスク)、[LF-tags] (LF タグ) 
の順に移動します)。

h. [Grantable permissions] (付与可能な許可) で [Describe] (記述) を選択し、コンシューマーアカウント
がそのユーザーに対してデータベースレベルの許可を付与できるようにします。

データレイク管理者は、付与対象アカウント内のプリンシパルに共有リソースに対する許可を付与す
る必要があるため、クロスアカウント許可は、常に grant オプションと共に付与される必要がありま
す。

Note

クロスアカウント付与を直接受け取るプリンシパルには、[Grantable permissions] (付与可能
なアクセス許可) オプションがありません。

i. [Table and column permissions] (テーブルと列の許可) で [Select] (選択) を選択し、[Table 
permissions] (テーブルの許可) の [Describe] (記述) を選択します。

j. [Select] (選択) を選択し、[Grantable permissions] (付与可能な許可) で [Describe] (記述) を選択しま
す。

k. [Grant] (付与) を選択します。

受信者側/被付与者アカウントで必要なセットアップ

1. 別のアカウントとリソースを共有しても、そのリソースは引き続きプロデューサーアカウントに属
し、Athena コンソール内には表示されません。リソースを Athena コンソールで表示するには、共有リ
ソースを指すリソースリンクを作成する必要があります。リソースリンクの作成手順については、「共
有 Data Catalog テーブルへのリソースリンクの作成 (p. 148)」および「共有 Data Catalog データベー
スへのリソースリンクの作成 (p. 150)」を参照してください。

2. リソースリンクを共有する場合、LF タグベースのアクセスコントロールを使用するには、コンシュー
マーアカウントで別個の LF タグのセットを作成する必要があります。必要な LF タグを作成し、共有
データベース/テーブルとリソースリンクに割り当てます。

3. これらの LF タグの許可を被付与者アカウントの IAM プリンシパルに付与します。

名前付きリソース方式を使用したデータ共有
別の AWS アカウントのプリンシパル、または外部の AWS アカウント あるいは AWS Organizations にア
クセス許可を付与することができます。Organizations または組織単位への Lake Formation アクセス許可
の付与は、その組織または組織単位のすべての AWS アカウントへの許可の付与に相当します。

外部のアカウントまたは組織にアクセス許可を付与する場合は、[Grantable permissions] (付与可能なアク
セス許可) オプションを含める必要があります。共有リソースにアクセスできるのは、外部アカウント内
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のデータレイク管理者が外部アカウント内の他のプリンシパルに共有リソースに対する許可を付与するま
で、データレイク管理者のみになります。

Note

外部アカウントから IAM プリンシパルに直接アクセス許可を付与する場合、[Grantable 
permissions] (付与可能なアクセス許可) オプションはサポートされません。

「Lake Formation コンソールと名前付きリソース方式を使用したデータベース許可の付与 (p. 170)」の
手順に従い、名前付きリソース方式を使用してクロスアカウント許可を付与します。

アカウントと共有されたデータベースまたはテーブル
に対する許可の付与
別の AWS アカウントに属する Data Catalog リソースが AWS アカウントと共有されたら、データレイク
管理者として、アカウントと共有リソースに対する許可をアカウント内の他のプリンシパルに付与するこ
とができます。ただし、リソースに対する許可を他の AWS アカウントまたは組織に付与することはでき
ません。

許可は、AWS Lake Formation コンソール、API、または AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用
して付与することができます。

共有データベースに対する許可を付与する (名前付きリソース方式、コンソール)

• 「Lake Formation コンソールと名前付きリソース方式を使用したデータベース許可の付
与 (p. 170)」の手順を実行します。[LF-Tags or catalog resources] (LF タグまたはカタログリソース) 
の [Database] (データベース) リストでは、外部アカウントのデータベースを選択して、データベース
のリソースリンクは選択しないようにしてください。

データベースのリストにデータベースが表示されない場合は、そのデータベースの AWS Resource 
Access Manager (AWS RAM) リソース共有招待を承諾していることを確認してください。詳細につい
ては、「AWS RAM からのリソース共有招待の承諾 (p. 143)」を参照してください。

また、CREATE_TABLE および ALTER 許可については、「データロケーション許可の付与 (同じアカ
ウント) (p. 164)」の手順を実行し、[Registered account location] (登録されたアカウントのロケー
ション) に所有側のアカウント ID を入力するようにしてください。

共有テーブルに対する許可を付与する (名前付きリソース方式、コンソール)

• 「Lake Formation コンソールと名前付きリソース方式を使用したテーブル許可の付与 (p. 175)」の
手順を実行します。[LF-Tags or catalog resources] (LF タグまたはカタログリソース) の [Database]
(データベース) リストでは、外部アカウントのデータベースを選択して、データベースのリソースリ
ンクは選択しないようにしてください。

テーブルのリストにテーブルが表示されない場合は、そのテーブルの AWS RAM リソース共有招待を
承諾していることを確認してください。詳細については、「AWS RAM からのリソース共有招待の承
諾 (p. 143)」を参照してください。

また、ALTER 許可については、「データロケーション許可の付与 (同じアカウント) (p. 164)」の手
順を実行し、[Registered account location] (登録されたアカウントのロケーション) に所有側のアカウ
ント ID を入力するようにしてください。

共有リソースに対する許可を付与する (LF-TBAC 方式、コンソール)

• 「Lake Formation コンソールと LF-TBAC 方式を使用した Data Catalog 許可の付与 (p. 182)」の手
順を実行します。[LF-Tags or catalog resources] (LF タグまたはカタログリソース) セクションで、外
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部アカウントがアカウントに付与したものと同一の LF タグ式、またはその式のサブセットを付与し
ます。

例えば、外部アカウントが LF タグ式 module=customers AND environment=production を 
grant オプションと共にアカウントに付与した場合は、データレイク管理者として、それと同じ式、
または module=customers もしくは environment=production をアカウント内のプリンシパ
ルに付与することができます。付与できるのは、リソースに対して LF タグ式で付与された Lake 
Formation 許可 (例えば SELECT や ALTER など) と同じ許可、またはそのサブセットのみです。

共有テーブルに対する許可を付与する (名前付きリソース方式、AWS CLI)

• 以下のようなコマンドを入力します。この例では、以下のようになっています。

• AWS アカウント ID は 1111-2222-3333 です。
• テーブルを所有し、それをアカウントに付与したアカウントは 1234-5678-9012 です。
• 共有テーブル pageviews に対する SELECT 許可がユーザー datalake_user1 に付与されていま

す。そのユーザーはアカウントのプリンシパルです。
• pageviews テーブルは、アカウント 1234-5678-9012 が所有する analytics データベースにあり

ます。

aws lakeformation grant-permissions --principal 
 DataLakePrincipalIdentifier=arn:aws:iam::111122223333:user/datalake_user1 
 --permissions "SELECT" --resource '{ "Table": {"CatalogId":"123456789012", 
 "DatabaseName":"analytics", "Name":"pageviews"}}'

resource 引数の CatalogId プロパティには、所有側のアカウントを指定する必要があることに注
意してください。

リソースリンク許可の付与
これらの手順を実行して、1 つ、または複数のリソースリンクに対する AWS Lake Formation 許可を AWS 
アカウント内のプリンシパルに付与します。

リソースリンクの作成後は、作成したユーザーのみがそのリンクを表示してアクセスすることができま
す。(これは、データベースに [Use only IAM access control for new tables in this database] (このデータ
ベース内の新しいテーブルには IAM アクセスコントロールのみを使用する) が有効化されていないことを
前提としています。) アカウント内の他のプリンシパルがリソースリンクにアクセスすることを許可する
には、少なくとも DESCRIBE 許可を付与してください。

Important

リソースリンクに対する許可を付与しても、ターゲットの (リンクされた) データベースまたは
テーブルに対する許可は付与されません。ターゲットに対する許可は、別途付与する必要があり
ます。

許可は、Lake Formation コンソール、API、または AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して
付与することができます。

リソースリンク許可を付与する (コンソール)

1. 以下のいずれかを実行します。

• データベースリソースリンクの場合は、「Lake Formation コンソールと名前付きリソース方式を使
用したデータベース許可の付与 (p. 170)」の手順に従って以下を実行します。
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1. [アクセス許可の付与] ページを開く (p. 170).
2. データベースを指定する (p. 172)。1 つ、または複数のデータベースリソースリンクを指定しま

す。
3. プリンシパルを指定する (p. 171).

• テーブルリソースリンクの場合は、「Lake Formation コンソールと名前付きリソース方式を使用し
たテーブル許可の付与 (p. 175)」の手順に従って以下を実行します。
1. 許可の付与ページを開く (p. 175).
2. テーブルを指定する (p. 177)。1 つ、または複数のテーブルリソースリンクを指定します。
3. プリンシパルを指定する (p. 176).

2. [Permissions] (許可) で、付与する許可を選択します。オプションで、[Grantable Permissions] (付与可
能な許可) を選択します。

3. [Grant] (付与) を選択します。

リソースリンク許可を付与する (AWS CLI)

• リソースリンクをリソースとして指定して、grant-permissions コマンドを実行します。

Example

この例は、AWS アカウント 1111-2222-3333 にあるデータベース issues のテーブルリソースリンク
incidents-link に対する DESCRIBE をユーザー datalake_user1 に付与します。

aws lakeformation grant-permissions --principal 
 DataLakePrincipalIdentifier=arn:aws:iam::111122223333:user/datalake_user1 
 --permissions "DESCRIBE" --resource '{ "Table": {"DatabaseName":"issues", 
 "Name":"incidents-link"}}'
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以下も参照してください。

• リソースリンクの作成 (p. 146)
• Lake Formation 許可のリファレンス (p. 211)

クロスアカウントのベストプラクティスと制限
以下は、クロスアカウントアクセスのベストプラクティスと制限です。

• 独自の AWS アカウント内のプリンシパルに対して実行できる Lake Formation 許可付与の数に制限はあ
りません。ただし、Lake Formation は、名前付きリソース方式を使用してアカウントで作成できるクロ
スアカウント付与に AWS Resource Access Manager (AWS RAM) 容量を使用します。AWS RAM 容量
を最大化するには、名前付きリソース方式に関する次のベストプラクティスに従います。
• 新しいクロスアカウント付与モード ([Cross account versions setting] (クロスアカウントバージョン設

定) の [Version 3] (バージョン 3)) を使用して、リソースを外部の AWS アカウント と共有します。詳
細については、「クロスアカウントデータ共有のバージョン設定の更新 (p. 193)」を参照してくださ
い。

• AWS アカウントを組織として編成し、組織または組織単位に許可を付与します。組織または組織単位
への付与は、1 つの付与として計上されます。

組織または組織単位への付与によって、付与に関する AWS Resource Access Manager (AWS RAM) 
のリソース共有招待を承諾する必要もなくなります。詳細については、「共有 Data Catalog テーブル
とデータベースへのアクセスと表示 (p. 142)」を参照してください。

• データベース内にある多数のテーブルそれぞれに対する許可を付与する代わりに、特別な [All tables]
(すべてのテーブル) ワイルドカードを使用して、データベース内のすべてのテーブルに対する許可を
付与します。[All tables] (すべてのテーブル) に対する付与は、単一の付与として計上されます。詳細
については、「Data Catalog リソースに対する許可の付与と取り消し (p. 169)」を参照してくださ
い。

Note

AWS RAM のリソース共有数の制限引き上げリクエストの詳細については、「AWS全般的なリ
ファレンス」の「AWSサービスクォータ」を参照してください。

• データベースを Amazon Athena および Amazon Redshift Spectrum クエリエディタで表示するには、そ
のデータベースの共有データベースへのリソースリンクを作成する必要があります。同様に、Athena と 
Redshift Spectrum を使用して共有テーブルをクエリできるようにするには、そのテーブルへのリソース
リンクを作成する必要があります。そうすることで、リソースリンクがクエリエディタのテーブルリス
トに表示されます。

クエリのために多数のテーブルそれぞれに対するリソースリンクを作成する代わりに、[All tables] (すべ
てのテーブル) ワイルドカードを使用して、データベース内のすべてのテーブルに対する許可を付与す
ることができます。そうすることで、そのデータベースのリソースリンクを作成し、クエリエディタで
そのデータベースリソースリンクを選択するときに、クエリのために、そのデータベース内のすべての
テーブルにアクセスできるようになります。詳細については、「リソースリンクの作成 (p. 146)」を参
照してください。

• 別のアカウントのプリンシパルとリソースを直接共有する場合、受信者アカウントの IAM プリン
シパルには、Athena と Amazon Redshift Spectrum を使用して共有テーブルをクエリするためのリ
ソースリンクを作成するアクセス許可がないことがあります。データレイク管理者は、共有されてい
るテーブルごとにリソースリンクを作成する代わりに、プレースホルダーデータベースを作成して
ALLIAMPrincipal グループに CREATE_TABLE アクセス許可を付与できます。その後、受信者アカウ
ントのすべての IAM プリンシパルがプレースホルダーデータベースにリソースリンクを作成し、共有
テーブルのクエリを開始できます。

AWS CLI と名前付きリソース方式を使用したデータベース許可の付与 (p. 173) でアクセス許可を
ALLIAMPrincipals に付与する方法については、CLI コマンドの例を参照してください。
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• Athena と Redshift Spectrum は列レベルのアクセスコントロールをサポートしますが、これは包含のみ
で、除外にはサポート適用されません。AWS Glue ETLジョブでは、列レベルのアクセスコントロール
はサポートされません。

• リソースが AWS アカウントと共有される場合、そのリソースに対する許可を付与できるのは、そのア
カウント内のユーザーのみになります。リソースに対する許可を、他の AWS アカウント、組織 (アカウ
ント所有者の組織も含まれます)、または IAMAllowedPrincipals グループに付与することはできま
せん。

• データベースに対する DROP または Super を外部アカウントに付与することはできません。
• データベースまたはテーブルを削除する前に、クロスアカウント許可を取り消します。これを行わない

場合は、AWS Resource Access Manager で孤立したリソース共有を削除する必要があります。

以下も参照してください。

• Lake Formation のタグベースのアクセスコントロールに関する注意点と制限 (p. 232)
• クロスアカウントアクセスに関する追加のルールと制限については、「Lake Formation 許可の

リファレンス (p. 211)」の「CREATE_TABLE (p. 216)」を参照してください。

共有テーブルの基盤となるデータへのアクセス
Data Catalog テーブルに対する grant オプション付きの SELECT をアカウント B に付与するなどで、AWS 
アカウント A がこのテーブルをアカウント B と共有するとします。アカウント B のプリンシパルが共有
テーブルの基盤となるデータを読み取るには、以下の条件を満たす必要があります。

• アカウント B のデータレイク管理者が共有を承諾すること。(これは、アカウント A と B が同じ組織内
にある場合、またはこの付与が Lake Formation のタグベースのアクセスコントロール方式で行われた場
合は必要ありません。)

• アカウント A が付与した共有テーブルに対する Lake Formation SELECT 許可を、データレイク管理者が
プリンシパルに再度付与すること。

• プリンシパルが、テーブル、テーブルが含まれるデータベース、およびアカウント A Data Catalog に対
する以下の IAM 許可を持っていること。

Note

以下の IAM ポリシーで、これらを実行してください。
• <account-id-A> をアカウント A の AWS アカウント ID に置き換える。
• <region> を有効なリージョンに置き換える。
• <database> を、アカウント A 内の共有テーブルが含まれるデータベースの名前に置き換え

る。
• <table> を共有テーブルの名前に置き換える。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
          "Effect": "Allow", 
          "Action": [ 
            "glue:GetTable", 
            "glue:GetTables", 
            "glue:GetPartition", 
            "glue:GetPartitions", 
            "glue:BatchGetPartition", 
            "glue:GetDatabase", 
            "glue:GetDatabases" 
           ], 
           "Resource": [ 
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            "arn:aws:glue:<region>:<account-id-A>:table/<database>/<table>", 
            "arn:aws:glue:<region>:<account-id-A>:database/<database>", 
            "arn:aws:glue:<region>:<account-id-A>:catalog" 
           ] 
        }, 
        { 
          "Effect": "Allow", 
          "Action": [ 
            "lakeformation:GetDataAccess" 
           ], 
          "Resource": [ 
            "arn:aws:lakeformation:<region>:<account-id-A>:catalog:<account-id-A>" 
           ], 
          "Condition": { 
            "StringEquals": { 
              "lakeformation:GlueARN":"arn:aws:glue:<region>:<account-id-
A>:table/<database>/<table>" 
            } 
        } 
    } 
   ]
}

以下も参照してください。

• AWS RAM からのリソース共有招待の承諾 (p. 143)

CloudTrail のクロスアカウントロギング
Lake Formation は、データレイク内のデータに対するすべてのクロスアカウントアクセスの一元的な
監査証跡を提供します。受領側の AWS アカウントが共有テーブルのデータにアクセスすると、Lake 
Formation が CloudTrail イベントを所有側アカウントの CloudTrail ログにコピーします。コピーされるイ
ベントには、Amazon Athena および Amazon Redshift Spectrum などの統合サービスによるデータに対す
るクエリや、AWS Glue ジョブによるデータアクセスなどがあります。

Data Catalog リソースへのクロスアカウント操作に関する CloudTrail イベントも、同様にコピーされま
す。

リソース所有者として Amazon S3 でのオブジェクトレベルのロギングを有効にすると、S3 CloudTrail イ
ベントと Lake Formation CloudTrail イベントを結合するクエリを実行して、S3 バケットにアクセスした
アカウントを特定することができます。

トピック
• クロスアカウント CloudTrail ログにプリンシパルアイデンティティを含める (p. 204)
• Amazon S3 クロスアカウントアクセスの CloudTrail ログのクエリ (p. 206)

クロスアカウント CloudTrail ログにプリンシパルアイデンティ
ティを含める
デフォルトで、共有リソース受領者のログに追加され、リソース所有者のログにコピーされたクロスアカ
ウント CloudTrail イベントには、外部アカウントプリンシパルの AWS プリンシパル ID のみが含まれてお
り、プリンシパルの人間が判読できる Amazon リソースネーム (ARN) (プリンシパル ARN) は含まれてい
ません。同じ組織またはチーム内などの信頼できる境界範囲内でリソースを共有するときは、CloudTrail 
イベントにプリンシパル ARN を含めることをオプトインできます。そうすることで、リソース所有者ア
カウントは、アカウントが所有するリソースにアクセスする受領者アカウントのプリンシパルを追跡でき
るようになります。
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Important

共有リソースの受領者として独自の CloudTrail ログ内のイベントのプリンシパル ARN を表示す
るには、所有者アカウントとプリンシパル ARN を共有することをオプトインする必要がありま
す。
リソースリンク経由でデータアクセスが行われる場合、リソースリンクへのアクセスと、ター
ゲットリソースへのアクセスの 2 つのイベントが、共有リソース受領者のアカウントにログに記
録されます。リソースリンクアクセスのイベントには、プリンシパル ARN が含まれています。オ
プトインされなかった場合、ターゲットリソースアクセスのイベントにプリンシパル ARN は含ま
れません。リソースリンクアクセスイベントは、所有者アカウントにコピーされません。

以下は、デフォルトのクロスアカウント CloudTrail イベント (オプトインなし) からの抜粋です。データア
クセスを実行するアカウントは 1111-2222-3333 です。これは、呼び出し側のアカウントとリソース所有
者アカウントの両方に表示されるログです。クロスアカウントの場合、Lake Formation は両方のアカウン
トにログを入力します。

{ 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "type": "AWSAccount", 
        "principalId": "AROAQGFTBBBGOBWV2EMZA:GlueJobRunnerSession", 
        "accountId": "111122223333" 
    }, 
    "eventSource": "lakeformation.amazonaws.com", 
    "eventName": "GetDataAccess",
...
... 
    "additionalEventData": { 
        "requesterService": "GLUE_JOB", 
        "lakeFormationRoleSessionName": "AWSLF-00-GL-111122223333-G13T0Rmng2" 
    },
...
}

共有リソースのコンシューマーとしてプリンシパル ARN を含めることをオプトインすると、この抜粋は
以下のようになります。lakeFormationPrincipal フィールドは、Amazon Athena、Amazon Redshift 
Spectrum、または AWS Glue ジョブを使用してクエリを実行するエンドロールまたはユーザーを表しま
す。

{ 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "type": "AWSAccount", 
        "principalId": "AROAQGFTBBBGOBWV2EMZA:GlueJobRunnerSession", 
        "accountId": "111122223333" 
    }, 
    "eventSource": "lakeformation.amazonaws.com", 
    "eventName": "GetDataAccess",
...
... 
    "additionalEventData": { 
        "requesterService": "GLUE_JOB", 
         "lakeFormationPrincipal": "arn:aws:iam::111122223333:role/ETL-Glue-Role",
        "lakeFormationRoleSessionName": "AWSLF-00-GL-111122223333-G13T0Rmng2" 
    },
...
}

クロスアカウント CloudTrail ログにプリンシパル ARN を含めることをオプトインする

1. Lake Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/) を開きます。
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Administrator ユーザー、または Administrator Access の IAM ポリシーを持つユーザーとし
てサインインします。

2. ナビゲーションペインで [Settings] (設定) を選択します。
3. [Data catalog settings] (Data catalog 設定) ページの [AWS CloudTrail のデフォルト許可] セクション

で、[Resource owners] (リソース所有者) に 1 つ、または複数の AWS リソース所有者アカウント ID 
を入力します。

各アカウント ID の後で [Enter] キーを押します。
4. [Save] (保存) を選択します。

これで、共有リソース受領者とリソース所有者両方のログに保存されるクロスアカウント CloudTrail 
イベントに、プリンシパル ARN が含まれるようになりました。

Amazon S3 クロスアカウントアクセスの CloudTrail ログのクエ
リ
共有リソース所有者は、S3 CloudTrail ログをクエリして、Amazon S3 バケットにアクセスしたアカウン
トを特定することができます (Amazon S3 でオブジェクトレベルのロギングが有効化されている場合)。こ
れは、Lake Formation に登録した S3 ロケーションのみに適用されます。共有リソースのコンシューマー
が Lake Formation CloudTrail ログにプリンシパル Rans を含めることをオプトインする場合は、バケット
にアクセスしたロールまたはユーザーを特定することができます。

Amazon Athena を使用してクエリを実行するときは、セッション名プロパティで Lake Formation 
CloudTrail イベントと S3 CloudTrail イベントを結合することができます。クエリは、Lake Formation 
イベントを eventName="GetDataAccess" で、S3 イベントを eventName="Get Object" または
eventName="Put Object" でフィルタリングすることもできます。

以下は、登録された S3 ロケーションのデータに対するアクセスが行われた Lake Formation クロスアカウ
ント CloudTrail イベントからの抜粋です。

{ 
  "eventSource": "lakeformation.amazonaws.com", 
  "eventName": "GetDataAccess", 
  .............. 
  .............. 
  "additionalEventData": { 
    "requesterService": "GLUE_JOB", 
    "lakeFormationPrincipal": "arn:aws:iam::111122223333:role/ETL-Glue-Role", 
    "lakeFormationRoleSessionName": "AWSLF-00-GL-111122223333-B8JSAjo5QA" 
   }
}

lakeFormationRoleSessionName キーの値である AWSLF-00-GL-111122223333-B8JSAjo5QA
は、S3 CloudTrail イベントの principalId キーにあるセッション名と結合させることができます。以
下は、S3 CloudTrail イベントからの抜粋です。これには、セッション名のロケーションが表示されていま
す。

{ 
   "eventSource": "s3.amazonaws.com", 
   "eventName": "Get Object" 
   .............. 
   .............. 
   "principalId": "AROAQSOX5XXUR7D6RMYLR:AWSLF-00-GL-111122223333-B8JSAjo5QA", 
   "arn": "arn:aws:sets::111122223333:assumed-role/Deformationally/AWSLF-00-
GL-111122223333-B8JSAjo5QA",   
   "session Context": { 
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     "session Issuer": { 
       "type": "Role", 
       "principalId": "AROAQSOX5XXUR7D6RMYLR", 
       "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/aws-service-role/lakeformation.amazonaws.com/
Deformationally", 
       "accountId": "111122223333", 
       "user Name": "Deformationally" 
     }, 
   .............. 
   ..............
}

セッション名は以下のような形式になります。

AWSLF-<version-number>-<query-engine-code>-<account-id->-<suffix>

version-number

この形式のバージョンは、現在 00 です。セッション名の形式が変更される場合、次のバージョンは
01 になります。

query-engine-code

データにアクセスしたエンティティを示します。現在の値は次のとおりです。

GL AWS Glue ETLジョブ

AT Athena

RE Amazon Redshift Spectrum

account-id

Lake Formation から認証情報をリクエストした AWS アカウント ID。
suffix

ランダムに生成された文字列。

AWS Glue と Lake Formation の両方を使用したクロ
スアカウント許可の管理
AWS Glue または AWS Lake Formation を使用することで、Data Catalog リソースと基盤となるデータに
対するクロスアカウントアクセス権を付与することが可能です。

AWS Glue では、Data Catalog リソースポリシーを作成または更新することによって、クロスアカウン
ト許可を付与します。Lake Formation では、Lake Formation の GRANT/REVOKE 許可モデルと、Grant 
Permissions API 操作を使用することによって、クロスアカウント許可を付与します。

Tip

データレイクをセキュア化するには、Lake Formation 許可のみに頼ることをお勧めします。

Lake Formation のクロスアカウント付与は Lake Formation コンソールを使用して表示することができ
ます。名前付きリソース方式を使用して行った付与については、AWS Resource Access Manager (AWS 
RAM) コンソールを使用します。ただし、これらのコンソールページには、AWS Glue Data Catalog リ
ソースポリシーによって付与されたクロスアカウント許可が表示されません。同様に、AWS Glue コン
ソールの [Settings] (設定) ページを使用して Data Catalog リソースポリシー内のクロスアカウント許可を
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表示することはできますが、そのページに Lake Formation を使用して付与されたクロスアカウント許可は
表示されません。

クロスアカウント許可を表示および管理するときに付与を見落とさないようにするため、Lake Formation 
と AWS Glue では、以下のアクションを実行して、Lake Formation と AWS Glue の両方によるクロスア
カウント付与を認識しており、それらを許可していることを示す必要があります。

AWS Glue Data Catalog リソースポリシーを使用してクロスアカウント許可を付与する場合

アカウントが、リソースの共有に AWS RAM を使用する名前付きリソース方式を使用してクロスアカウン
ト付与を行わなかった場合、Data Catalog リソースポリシーは、通常どおり AWS Glue に保存することが
できます。ただし、AWS RAM リソース共有がかかわる付与がすでに行われている場合は、リソースポリ
シーの保存が成功するように、以下のいずれかを実行する必要があります。

• AWS Glue コンソールの [Settings] (設定) ページでリソースポリシーを保存するときは、ポリシー内の許
可が Lake Formation コンソールを使用して付与された許可に追加されることを示す警告が、コンソール
に表示されます。[Proceed] (続行) を選択してポリシーを保存する必要があります。

• glue:PutResourcePolicy API オペレーションを使用してリソースポリシーを保存するとき
は、EnableHybrid フィールドを「TRUE」(型 = 文字列) に設定する必要があります。以下のコードサ
ンプルは、Python でこれを実行する方法を示しています。

import boto3
import json

REGION = 'us-east-2'
PRODUCER_ACCOUNT_ID = '123456789012'
CONSUMER_ACCOUNT_IDs = ['111122223333']

glue = glue_client = boto3.client('glue')

policy = { 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "Cataloguers", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "glue:*" 
            ], 
            "Principal": { 
                "AWS": CONSUMER_ACCOUNT_IDs 
            }, 
            "Resource": [ 
                f"arn:aws:glue:{REGION}:{PRODUCER_ACCOUNT_ID}:catalog", 
                f"arn:aws:glue:{REGION}:{PRODUCER_ACCOUNT_ID}:database/*", 
                f"arn:aws:glue:{REGION}:{PRODUCER_ACCOUNT_ID}:table/*/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

policy = json.dumps(policy)
glue.put_resource_policy(PolicyInJson=policy, EnableHybrid='TRUE')

詳細については、「AWS Glue デベロッパーガイド」の「PutResourcePolicy アクション (Python: 
put_resource_policy)」を参照してください。

Lake Formation の名前付きリソース方式を使用してクロスアカウント許可を付与する場合

アカウントに Data Catalog リソースポリシーがない場合、実行する Lake Formation クロスアカウント付
与は、通常どおり続行されます。ただし、Data Catalog リソースポリシーが存在する場合は、以下のス
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テートメントをポリシーに追加して、クロスアカウント付与が名前付きリソース方式で行われた場合でも
それらが成功することを許可する必要があります。<region> は有効なリージョン名、<account-id> は 
AWS アカウント ID に置き換えてください。

    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "glue:ShareResource" 
      ], 
      "Principal": {"Service": [ 
        "ram.amazonaws.com" 
      ]}, 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:glue:<region>:<account-id>:table/*/*", 
        "arn:aws:glue:<region>:<account-id>:database/*", 
        "arn:aws:glue:<region>:<account-id>:catalog" 
      ] 
    }

この追加のステートメントがない場合、Lake Formation 付与は成功しますが、AWS RAM でブロックされ
るため、受領者アカウントは付与されたリソースにアクセスできません。

Important

クロスアカウント付与を実行するために Lake Formation のタグベースのアクセスコントロール 
(LF-TBAC) 方式も使用している場合、少なくとも「前提条件 (p. 191)」で指定されている許可が
ある Data Catalog リソースポリシーが必要です。

以下も参照してください。

• 「メタデータのアクセスコントロール (p. 295)」(名前付きリソース方式と Lake Formation の
タグベースのアクセスコントロール (LF-TBAC) 方式の説明)

• 共有 Data Catalog テーブルとデータベースの表示 (p. 144)
• 「AWS Glue デベロッパーガイド」の「AWS Glue コンソールでのデータカタログ設定の使

用」
• 「AWS Glue デベロッパーガイド」の「クロスアカウントアクセス許可の付与」(Data Catalog 

リソースポリシーのサンプル)

GetResourceShares API 操作を使用したすべてのクロ
スアカウント付与の表示
エンタープライズが AWS Glue Data Catalog リソースポリシーと Lake Formation 付与の両方を使用して
クロスアカウント許可を付与する場合は、glue:GetResourceShares API 操作の使用がすべてのクロス
アカウントの許可を 1 か所で表示する唯一の方法になります。

名前付きリソース方式を使用することによってアカウント全体に Lake Formation 許可を付与する
と、AWS Resource Access Manager (AWS RAM) が AWS Identity and Access Management (IAM) リソー
スポリシーを作成して、AWS アカウントに保存します。ポリシーは、リソースにアクセスするために必
要な許可を付与します。AWS RAM は、クロスアカウント付与ごとに個別のリソースポリシーを作成しま
す。glue:GetResourceShares API 操作を使用することで、これらすべてのポリシーを表示することが
できます。

Note

この操作は、Data Catalog リソースポリシーも返します。ただし、Data Catalog 設定でメタ
データの暗号化を有効化しており、AWS KMS キーに対する許可がない場合、この操作は Data 
Catalog リソースポリシーを返しません。
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すべてのクロスアカウント付与を表示する

• 以下の AWS CLI コマンドを入力します。

aws glue get-resource-policies

以下は、データベース db1 のテーブル t に対する許可を AWS アカウント 1111-2222-3333 に付与すると
きに AWS RAM が作成し、保存するリソースポリシーの例です。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
         "glue:GetTable", 
         "glue:GetTables", 
         "glue:GetTableVersion",          
         "glue:GetTableVersions", 
         "glue:GetPartition",  
         "glue:GetPartitions", 
         "glue:BatchGetPartition", 
         "glue:SearchTables" 
       ], 
      "Principal": {"AWS": [ 
        "111122223333" 
      ]}, 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:glue:<region>:111122223333:table/db1/t" 
     ] 
    } 
  ]
}

以下も参照してください。

• AWS Glue デベロッパーガイドの「GetResourceShares アクション (Python: 
get_resource_policies)」

Lake Formation コンソールを使用した許可の取り
消し

コンソールを使用して、Data Catalog 許可、ポリシータグ許可、データフィルター許可、およびロケー
ション許可といった、すべてのタイプの Lake Formation 許可を取り消すことができます。

リソースに対する Lake Formation 許可を取り消す (コンソール)

1. Lake Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/) を開きます。

データレイク管理者、またはリソースに対する grant オプション付きの許可を付与されたユーザーと
してサインインします。

2. ナビゲーションペインの [Permissions] (許可) で、[Tag permissions] (タグの許可)、[Data permissions]
(データの許可)、または [Data locations] (データのロケーション) を選択します。

3. 許可またはロケーションを選択してから、[Revoke] (取り消す) を選択します。
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4. 表示されるダイアログボックスで、[Revoke] (取り消す) を選択します。

Lake Formation 許可のリファレンス
AWS Lake Formation 操作を実行するには、プリンシパルに Lake Formation 許可と AWS Identity 
and Access Management (IAM) 許可の両方が必要です。IAM 許可は通常、「the section called “Lake 
Formation アクセスコントロールの概要” (p. 292)」で説明したように、粗粒度のアクセスコントロール
ポリシーを使用して付与します。Lake Formation 許可は、コンソール、API、または AWS Command Line 
Interface (AWS CLI) 使用して付与できます。

Lake Formation 許可を付与または取り消す方法を学ぶには、「the section called “Data Catalog 許可の付
与と取り消し” (p. 169)」および「the section called “データロケーション許可の付与” (p. 163)」を参照
してください。

Note

このセクションの例は、同じ AWS アカウント内のプリンシパルに許可を付与するを説明するも
のです。クロスアカウント付与の例については、「the section called “Lake Formation 許可の概要 
” (p. 160)」を参照してください。

トピック
• Lake Formation の付与および取り消し AWS CLI コマンド (p. 211)
• ALTER (p. 214)
• CREATE_DATABASE (p. 215)
• CREATE_TABLE (p. 216)
• DATA_LOCATION_ACCESS (p. 217)
• DELETE (p. 217)
• DESCRIBE (p. 218)
• DROP (p. 219)
• INSERT (p. 220)
• SELECT (p. 220)
• Super (p. 222)

Lake Formation の付与および取り消し AWS CLI コマ
ンド
このセクションにある各許可の説明には、AWS CLI コマンドを使用した許可の付与の例が含まれていま
す。以下は、Lake Formation の grant-permissions および revoke-permissions AWS CLI コマンドの概要で
す。

grant-permissions
[--catalog-id <value>]
--principal <value>
--resource <value>
--permissions <value>
[--permissions-with-grant-option <value>]
[--cli-input-json <value>]
[--generate-cli-skeleton <value>]

revoke-permissions
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[--catalog-id <value>]
--principal <value>
--resource <value>
--permissions <value>
[--permissions-with-grant-option <value>]
[--cli-input-json <value>]
[--generate-cli-skeleton <value>]

これらのコマンドの詳しい説明については、「AWS CLI Command Reference」(AWS CLI コマンドリ
ファレンス) の「grant-permissions 」および「revoke-permissions」を参照してください。このセクション
は、--principal オプションに関する追加の情報を提供します。

--principal オプションの値は、以下のいずれかになります。

• AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザーまたはロールの Amazon リソースネーム (ARN)
• Microsoft アクティブディレクトリフェデレーションサービス (AD FS) などの SAML プロバイダー経由

で認証するユーザーまたはグループの ARN
• Amazon QuickSight ユーザーまたはグループの ARN
• クロスアカウント許可の場合は、AWS アカウント ID、組織 ID、または組織単位 IDの ARN

以下は、すべての --principal タイプの構文と例です。

プリンシパルが IAM ユーザー

構文:

--principal DataLakePrincipalIdentifier=arn:aws:iam::<account-id>:user/<user-name>

例:

--principal DataLakePrincipalIdentifier=arn:aws:iam::111122223333:user/datalake_user1

プリンシパルが IAM ロール

構文:

--principal DataLakePrincipalIdentifier=arn:aws:iam::<account-id>:role/<role-name>

例:

--principal DataLakePrincipalIdentifier=arn:aws:iam::111122223333:role/workflowrole

プリンシパルが SAML プロバイダー経由で認証するユーザー

構文:

--principal DataLakePrincipalIdentifier=arn:aws:iam::<account-id>:saml-
provider/<SAMLproviderName>:user/<user-name>

例:

--principal DataLakePrincipalIdentifier=arn:aws:iam::111122223333:saml-provider/
idp1:user/datalake_user1
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--principal DataLakePrincipalIdentifier=arn:aws:iam::111122223333:saml-provider/
AthenaLakeFormationOkta:user/athena-user@example.com

プリンシパルが SAML プロバイダー経由で認証するグループ

構文:

--principal DataLakePrincipalIdentifier=arn:aws:iam::<account-id>:saml-
provider/<SAMLproviderName>:group/<group-name> 

例:

--principal DataLakePrincipalIdentifier=arn:aws:iam::111122223333:saml-provider/
idp1:group/data-scientists

--principal DataLakePrincipalIdentifier=arn:aws:iam::111122223333:saml-provider/
AthenaLakeFormationOkta:group/my-group

プリンシパルが Amazon QuickSight Enterprise Edition ユーザー

構文:

--principal DataLakePrincipalIdentifier=arn:aws:quicksight:<region>:<account-
id>:user/<namespace>/<user-name>

Note

<namespace> には default を指定する必要があります。

例:

--principal DataLakePrincipalIdentifier=arn:aws:quicksight:us-east-1:111122223333:user/
default/bi_user1

プリンシパルが Amazon QuickSight Enterprise Edition グループ

構文:

--principal DataLakePrincipalIdentifier=arn:aws:quicksight:<region>:<account-
id>:group/<namespace>/<group-name> 

Note

<namespace> には default を指定する必要があります。

例:

--principal DataLakePrincipalIdentifier=arn:aws:quicksight:us-
east-1:111122223333:group/default/data_scientists

プリンシパルが AWS アカウント

構文:
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--principal DataLakePrincipalIdentifier=<account-id>

例:

--principal DataLakePrincipalIdentifier=111122223333

プリンシパルが組織

構文:

--principal DataLakePrincipalIdentifier=arn:aws:organizations::<account-
id>:organization/<organization-id>

例:

--principal 
 DataLakePrincipalIdentifier=arn:aws:organizations::111122223333:organization/o-
abcdefghijkl

プリンシパルが組織単位

構文:

--principal DataLakePrincipalIdentifier=arn:aws:organizations::<account-
id>:ou/<organization-id>/<organizational-unit-id>

例:

--principal DataLakePrincipalIdentifier=arn:aws:organizations::111122223333:ou/o-
abcdefghijkl/ou-ab00-cdefghij

ALTER

許可 許可対象リソース 付与対象者は以下も必要です

ALTER DATABASE glue:UpdateDatabase

ALTER TABLE glue:UpdateTable

この許可を持つプリンシパルは、Data Catalog 内のデータベースまたはテーブルのメタデータを変更で
きます。テーブルの場合は、列スキーマを変更し、列パラメータを追加することができます。メタデータ
テーブルがポイントする基盤となるデータの列を変更することはできません。

変更されるプロパティが登録済みの Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ロケーションである
場合は、プリンシパルが新しいロケーションに対するデータロケーション許可を持っている必要がありま
す。

Example

以下の例は、AWS アカウント 1111-2222-3333 にあるデータベース retail に対する ALTER 許可をユー
ザー datalake_user1 に付与します。
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aws lakeformation grant-permissions --principal 
 DataLakePrincipalIdentifier=arn:aws:iam::111122223333:user/datalake_user1 --permissions 
 "ALTER" --resource '{ "Database": {"Name":"retail"}}'

Example

以下の例は、データベース retail にあるテーブル inventory に対する ALTER をユーザー
datalake_user1 に付与します。

aws lakeformation grant-permissions --principal 
 DataLakePrincipalIdentifier=arn:aws:iam::111122223333:user/datalake_user1 --permissions 
 "ALTER" --resource '{ "Table": {"DatabaseName":"retail", "Name":"inventory"}}'

CREATE_DATABASE

許可 許可対象リソース 付与対象者は以下も必要です

CREATE_DATABASE Data Catalog glue:CreateDatabase

この許可を持つプリンシパルは、Data Catalog にメタデータデータベースまたはリソースリンクを作成で
きます。プリンシパルは、データベースにテーブルを作成することもできます。

Example

以下の例は、AWS アカウント 1111-2222-3333 のユーザー datalake_user1 に CREATE_DATABASE を
付与します。

aws lakeformation grant-permissions --principal 
 DataLakePrincipalIdentifier=arn:aws:iam::111122223333:user/datalake_user1 --permissions 
 "CREATE_DATABASE" --resource '{ "Catalog": {}}'

プリンシパルが Data Catalog にデータベースを作成するときに、基盤となるデータに対する許可は付与さ
れません。以下の追加のメタデータ許可が、これらの許可を他のユーザーに付与する能力と共に付与され
ます。

• データベース内での CREATE_TABLE
• データベースの ALTER
• データベースの DROP

プリンシパルは、データベースを作成するときにオプションで Amazon S3 ロケーションを指定できま
す。プリンシパルがデータロケーション許可を持っているかどうかに応じて、CREATE_DATABASE 許可で
はデータベースを作成できない場合があります。以下の 3 つのユースケースを念頭に置いておくことが重
要です。

データベースの作成ユースケース 必要となる許可

ロケーションプロパティが指定されていない。 CREATE_DATABASE で十分です。

ロケーションプロパティが指定されており、ロ
ケーションが Lake Formation によって管理されて
いない (登録されていない)。

CREATE_DATABASE で十分です。
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データベースの作成ユースケース 必要となる許可

ロケーションプロパティが指定されており、ロ
ケーションが Lake Formation によって管理されて
いる (登録されている)。

CREATE_DATABASE に加えて、指定されたロケー
ションに対するデータロケーション許可が必要で
す。

CREATE_TABLE

許可 許可対象リソース 付与対象者は以下も必要です

CREATE_TABLE DATABASE glue:CreateTable

この許可を持つプリンシパルは、指定したデータベース内の Data Catalog にメタデータテーブルまたはリ
ソースリンクを作成できます。

Example

以下の例は、AWS アカウント 1111-2222-3333 の retail データベースにテーブルを作成する許可をユー
ザー datalake_user1 に付与します。

aws lakeformation grant-permissions --principal 
 DataLakePrincipalIdentifier=arn:aws:iam::111122223333:user/datalake_user1  
 --permissions "CREATE_TABLE" --resource '{ "Database": {"Name":"retail"}}'

プリンシパルが Data Catalog にテーブルを作成すると、そのテーブルに対するすべての Lake Formation 
許可が、これらの許可を他のユーザーに付与する能力と共にプリンシパルに付与されます。

クロスアカウント付与

データベース所有者アカウントが受領者アカウントに CREATE_TABLE を付与し、受領者アカウントの
ユーザーが所有者アカウントのデータベースにテーブルを正常に作成する場合、以下のルールが適用され
ます。

• 受領者アカウントのユーザーとデータレイク管理者には、このテーブルに対するすべての Lake 
Formation 許可があり、テーブルに対する許可をアカウント内の他のプリンシパルに付与することがで
きます。所有者アカウントまたはその他のアカウントのプリンシパルに許可を付与することはできませ
ん。

• 所有者アカウントのデータレイク管理者は、テーブルに対する許可をアカウント内の他のプリンシパル
に付与できます。

データロケーション許可

Amazon S3 ロケーションをポイントするテーブルの作成を試みるときは、データロケーション許可を持っ
ているかどうかに応じて、CREATE_TABLE 許可がテーブルの作成に不十分である場合があります。以下の 
3 つのユースケースを念頭に置いておくことが重要です。

テーブルの作成ユースケース 必要となる許可

指定されたロケーションが Lake Formation によっ
て管理されていない (登録されていない)。

CREATE_TABLE で十分です。

指定されたロケーションが Lake Formation によっ
て管理されて (登録されて) おり、それが含まれ

CREATE_TABLE に加えて、指定されたロケーショ
ンに対するデータロケーション許可が必要です。
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テーブルの作成ユースケース 必要となる許可
るデータベースにロケーションプロパティがな
いか、テーブルロケーションの Amazon S3 プレ
フィックスではないロケーションプロパティがあ
る。

指定されたロケーションが Lake Formation によっ
て管理されて (登録されて) おり、それが含まれ
るデータベースに、登録済みで、かつテーブルロ
ケーションの Amazon S3 プレフィックスである
ロケーションをポイントするロケーションプロパ
ティがある。

CREATE_TABLE で十分です。

DATA_LOCATION_ACCESS

許可 許可対象リソース 付与対象者は以下も必要です

DATA_LOCATION_ACCESS Amazon S3 ロケーション (このロケーションに対する 
Amazon S3 許可。これは、ロ
ケーションの登録に使用された
ロールによって指定されている
必要があります。)

これが唯一のデータロケーション許可です。この許可を持つプリンシパルは、指定された Amazon S3 ロ
ケーションをポイントするメタデータデータベースまたはテーブルを作成できます。このロケーションは
登録される必要があります。ロケーションに対するデータロケーション許可を持つプリンシパルは、子ロ
ケーションに対するロケーション許可も持っています。

Example

以下の例は、AWS アカウント 1111-2222-3333 のユーザー datalake_user1 に s3://products/
retail に対するデータロケーション許可を付与します。

aws lakeformation grant-permissions --principal 
 DataLakePrincipalIdentifier=arn:aws:iam::111122223333:user/datalake_user1 
 --permissions "DATA_LOCATION_ACCESS" --resource '{ "DataLocation": 
 {"ResourceArn":"arn:aws:s3:::products/retail"}}'

基盤となるデータのクエリや更新に DATA_LOCATION_ACCESS は必要ありません。この許可は、Data 
Catalog リソースの作成のみに適用されます。

データロケーション許可については、「Underlying Data Access Control (p. 297)」を参照してくださ
い。

DELETE

許可 許可対象リソース 付与対象者は以下も必要です

DELETE TABLE (ロケーションが登録されている
場合、追加の IAM 許可は必要あ
りません。)
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この許可を持つプリンシパルは、テーブルが指定する Amazon S3 ロケーションにある基盤となるデータ
を削除できます。プリンシパルは、Lake Formation コンソールでテーブルを表示し、AWS Glue API を使
用してテーブルに関する情報を取得することもできます。

Example

以下の例は、AWS アカウント 1111-2222-3333 のデータベース retail にあるテーブル inventory に対
する DELETE 許可をユーザー datalake_user1 に付与します。

aws lakeformation grant-permissions --principal 
 DataLakePrincipalIdentifier=arn:aws:iam::111122223333:user/datalake_user1 --permissions 
 "DELETE" --resource '{ "Table": {"DatabaseName":"retail", "Name":"inventory"}}'

この許可は、Amazon S3 内のデータにのみ適用され、Amazon Relational Database Service (Amazon 
RDS) などの他のデータストア内のデータには適用されません。

DESCRIBE

許可 許可対象リソース 付与対象者は以下も必要です

DESCRIBE テーブルリソースリンク

データベースリソースリンク

glue:GetTable

glue:GetDatabase

DESCRIBE DATABASE glue:GetDatabase

DESCRIBE TABLE glue:GetTable

この許可を持つプリンシパルは、指定されたデータベース、テーブル、またはリソースリンクを表示でき
ます。これ以外の Data Catalog 許可が黙示的に付与されることはなく、データアクセス許可が黙示的に付
与されることもありません。統合サービスのクエリエディタにはデータベースとテーブルが表示されます
が、他の Lake Formation 許可 (SELECT など) が付与されていない限り、それらに対するクエリを実行する
ことはできません。

例えば、データベースに対する DESCRIBE を持つユーザーは、そのデータベースとすべてのデータベー
スメタデータ (説明、ロケーションなど) を確認できますが、データベースにどのテーブルが含まれている
かは判断できず、データベースでテーブルの削除、変更、または作成を行うことはできません。同様に、
テーブルに対する DESCRIBE を持つユーザーは、テーブルとテーブルメタデータ (説明、スキーマ、ロ
ケーションなど) を確認できますが、テーブルに対してドロップ、変更、またはクエリを実行することは
できません。

以下は、DESCRIBE に関する追加のルールです。

• ユーザーがデータベース、テーブル、またはリソースリンクに対する他の Lake Formation 許可を持って
いる場合、DESCRIBE が黙示的に付与されます。

• ユーザーがテーブルについて列のサブセットのみに対する SELECT (partial SELECT) を持っている場
合、ユーザーはこれらの列のみの表示に制限されます。

• テーブルに対する partial SELECT を持つユーザーに DESCRIBE を付与することはできません。これと
は逆に、DESCRIBE が付与されているテーブルに、列の包含リストや除外リストを指定することはでき
ません。

Example

以下の例は、AWS アカウント 1111-2222-3333 のデータベース retail にあるテーブルリソースリンク
inventory-link に対する DESCRIBE 許可をユーザー datalake_user1 に付与します。
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aws lakeformation grant-permissions --principal 
 DataLakePrincipalIdentifier=arn:aws:iam::111122223333:user/datalake_user1 --permissions 
 "DESCRIBE" --resource '{ "Table": {"DatabaseName":"retail", "Name":"inventory-link"}}'

DROP

許可 許可対象リソース 付与対象者は以下も必要です

DROP DATABASE glue:DeleteDatabase

DROP TABLE glue:DeleteTable

DROP データベースリソースリンク

テーブルリソースリンク

glue:DeleteDatabase

glue:DeleteTable

この許可を持つプリンシパルは、Data Catalog 内のデータベース、テーブル、またはリソースリンクをド
ロップできます。データベースに対する DROP を、外部のアカウントまたは組織に付与することはできま
せん。

Warning

データベースをドロップすると、データベース内のすべてのテーブルがドロップされます。

Example

以下の例は、AWS アカウント 1111-2222-3333 にあるデータベース retail に対する DROP 許可をユー
ザー datalake_user1 に付与します。

aws lakeformation grant-permissions --principal 
 DataLakePrincipalIdentifier=arn:aws:iam::111122223333:user/datalake_user1 --permissions 
 "DROP" --resource '{ "Database": {"Name":"retail"}}'

Example

以下の例は、データベース retail にあるテーブル inventory に対する DROP をユーザー
datalake_user1 に付与します。

aws lakeformation grant-permissions --principal 
 DataLakePrincipalIdentifier=arn:aws:iam::111122223333:user/datalake_user1 --permissions 
 "DROP" --resource '{ "Table": {"DatabaseName":"retail", "Name":"inventory"}}'

Example

以下の例は、データベース retail にあるテーブルリソースリンク inventory-link に対する DROP を
ユーザー datalake_user1 に付与します。

aws lakeformation grant-permissions --principal 
 DataLakePrincipalIdentifier=arn:aws:iam::111122223333:user/datalake_user1 --permissions 
 "DROP" --resource '{ "Table": {"DatabaseName":"retail", "Name":"inventory-link"}}'
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INSERT

許可 許可対象リソース 付与対象者は以下も必要です

INSERT TABLE (ロケーションが登録されている
場合、追加の IAM 許可は必要あ
りません。)

この許可を持つプリンシパルは、テーブルが指定する Amazon S3 ロケーションにある基盤となるデータ
の挿入、更新、および読み取りを実行できます。プリンシパルは、Lake Formation コンソールでテーブル
を表示し、AWS Glue API を使用してテーブルに関する情報を取得することもできます。

Example

以下の例は、AWS アカウント 1111-2222-3333 のデータベース retail にあるテーブル inventory に対
する INSERT 許可をユーザー datalake_user1 に付与します。

aws lakeformation grant-permissions --principal 
 DataLakePrincipalIdentifier=arn:aws:iam::111122223333:user/datalake_user1 --permissions 
 "INSERT" --resource '{ "Table": {"DatabaseName":"retail", "Name":"inventory"}}'

この許可は、Amazon S3 内のデータにのみ適用され、Amazon RDS などの他のデータストア内のデータ
には適用されません。

SELECT

許可 許可対象リソース 付与対象者は以下も必要です

SELECT • TABLE (ロケーションが登録されている
場合、追加の IAM 許可は必要あ
りません。)

この許可を持つプリンシパルは、Data Catalog 内のテーブルを表示し、テーブルが指定するロケー
ションにある Amazon S3 内の基盤となるデータをクエリすることができます。プリンシパルは、Lake 
Formation コンソールでテーブルを表示し、AWS Glue API を使用してテーブルに関する情報を取得するこ
とができます。この許可の付与時に列フィルタリングが適用された場合、プリンシパルは、包含されてい
る列のメタデータのみを表示でき、包含されている列からのデータのみをクエリできます。

Note

クエリの処理時に列フィルタリングを適用するのは、統合された分析サービスの責任です。

Example

以下の例は、AWS アカウント 1111-2222-3333 のデータベース retail にあるテーブル inventory に対
する SELECT 許可をユーザー datalake_user1 に付与します。

aws lakeformation grant-permissions --principal 
 DataLakePrincipalIdentifier=arn:aws:iam::111122223333:user/datalake_user1 --permissions 
 "SELECT" --resource '{ "Table": {"DatabaseName":"retail", "Name":"inventory"}}'
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この許可は、Amazon S3 内のデータにのみ適用され、Amazon RDS などの他のデータストア内のデータ
には適用されません。

オプションの包含リストまたは除外リストを使用して、特定の列をフィルタリング (それらへのアクセス
を制限) できます。包含リストは、アクセスできる列を指定します。除外リストは、アクセスできない列
を指定します。包含リストまたは除外リストがない場合は、すべてのテーブル列にアクセスできます。

glue:GetTable の結果は、呼び出し元が表示許可を持っている列のみを返します。Amazon Athena およ
び Amazon Redshift などの統合サービスは、包含リストと除外リストに従います。

Example

以下の例は、包含リストを使用して、テーブル inventory に対する SELECT をユーザー
datalake_user1 に付与します。

aws lakeformation grant-permissions --principal 
 DataLakePrincipalIdentifier=arn:aws:iam::111122223333:user/datalake_user1 --permissions 
 "SELECT"  --resource '{ "TableWithColumns": {"DatabaseName":"retail", "Name":"inventory", 
 "ColumnNames": ["prodcode","location","period","withdrawals"]}}'

Example

次の例は、除外リストを使用して、inventory テーブルに対する SELECT を付与します。

aws lakeformation grant-permissions --principal 
 DataLakePrincipalIdentifier=arn:aws:iam::111122223333:user/datalake_user1 --permissions 
 "SELECT"  --resource '{ "TableWithColumns": {"DatabaseName":"retail", "Name":"inventory", 
 "ColumnWildcard": {"ExcludedColumnNames": ["intkey", "prodcode"]}}}'

SELECT 許可には以下の制限が適用されます。

• 列フィルタリングが適用されている場合、SELECT を付与するときに grant オプションを含めることは
できません。

• パーティションキーである列に対するアクセスコントロールを制限することはできません。
• テーブル内の列のサブセットに対する SELECT 許可を持つプリンシパルに、そのテーブルに対する
ALTER、DROP、DELETE または INSERT 許可を付与することはできません。同様に、テーブルに対する
ALTER、DROP、DELETE または INSERT 許可を持つプリンシパルに、列フィルタリングを伴う SELECT
許可を付与することはできません。

SELECT 許可は常に、Lake Formation コンソールの [Data permissions] (データの許可) ページに個別の
行として表示されます。以下の画像は、inventory テーブル内のすべての列に対する SELECT が、ユー
ザー datalake_user2 と datalake_user3 に付与されていることを示しています。
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Super

許可 許可対象リソース 付与対象者は以下も必要です

Super DATABASE glue:*Database*

Super TABLE glue:*Table*, 
glue:*Partition*

この許可は、プリンシパルが、データベースまたはテーブルでサポートされているすべての Lake 
Formation 操作を実行できるようにします。データベースに対する Super を、外部アカウントに付与する
ことはできません。

この許可は、他の Lake Formation 許可と共存できます。例えば、メタデータテーブルに対する
Super、SELECT、および INSERT 許可を付与することができます。そうすることで、プリンシパルは
テーブルに対してサポートされているすべての操作を実行できるようになります。Super を取り消すとき
は、SELECT と INSERT 許可が残り、プリンシパルは選択操作と挿入操作のみを実行できます。

Super は、個々のプリンシパルに付与する代わりに、グループ IAMAllowedPrincipals に付与する
ことができます。IAMAllowedPrincipals グループは自動的に作成され、IAM ポリシーによって Data 
Catalog リソースへのアクセスを許可されるすべての IAM ユーザーとロールが含まれます。Data Catalog 
リソースに対する Super が IAMAllowedPrincipals に付与される場合、リソースへのアクセスは、実
質的に IAM ポリシーのみで制御されることになります。

Lake Formation コンソールの [Settings] (設定) ページにあるオプションを活用することで、新しいカタロ
グリソースに対する Super 許可が IAMAllowedPrincipals に自動的に付与されるようにすることがで
きます。

• すべての新しいデータベースに対する Super を IAMAllowedPrincipals に付与するには、[Use only 
IAM access control for new databases] (新しいデータベースに IAM アクセスコントロールのみを使用) 
を選択します。

• 新しいデータベース内のすべての新しいテーブルに対する Super を IAMAllowedPrincipals に付与
するには、[Use only IAM access control for new databases] (新しいデータベースに IAM アクセスコント
ロールのみを使用) を選択します。

Note

このオプションを選択すると、[Create database] (データベースの作成) ダイアログボックスの
[Use only IAM access control for new tables in this database] (このデータベース内の新しいテー
ブルには IAM アクセスコントロールのみを使用する) チェックボックスがデフォルトでオンに
なります。それ以上は何も行われません。IAMAllowedPrincipals への Super の付与を有
効にするのは、[Create database] (データベースの作成) ダイアログボックスにあるチェック
ボックスです。

これらの [Settings] (設定) ページオプションは、デフォルトで有効になっています。詳細については、以
下を参照してください。
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• the section called “データレイクのデフォルトセキュリティ設定の変更” (p. 302)
• Lake Formation モデルに対する AWS Glue データの許可のアップグレード (p. 23)
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Lake Formation のタグベースのアク
セスコントロール

Lake Formation のタグベースのアクセスコントロール (LF-TBAC) は、多数の Data Catalog リソースが
ある場合の Lake Formation 許可の付与に使用することが推奨される方式です。LF-TBAC は、名前付きリ
ソース方式よりもスケーラブルで、許可管理のオーバーヘッドも少なくなります。

トピック
• Lake Formation のタグベースのアクセスコントロールの概要 (p. 224)
• Lake Formation のタグベースのアクセスコントロールの仕組み (p. 226)
• Lake Formation のタグベースのアクセスコントロールの許可モデル (p. 230)
• Lake Formation のタグベースのアクセスコントロールに関する注意点と制限 (p. 232)
• メタデータアクセスコントロールのための LF タグの管理 (p. 233)
• LF-Tag アクセス許可の付与、取り消し、および表示 (p. 248)

Lake Formation のタグベースのアクセスコント
ロールの概要

Lake Formation のタグベースのアクセスコントロール (LF-TBAC) は、IAM の属性ベースのアクセスコン
トロール (ABAC) と連動して、データレイクリソースとデータへの細粒度のアクセス権を提供します。

Note

IAM タグと LF タグは同じではありません。これらのタグは置き換え可能ではありません。LF タ
グは Lake Formation 許可を付与するために使用され、IAM タグは IAM ポリシーを定義するため
に使用されます。

Lake Formation のタグベースのアクセスコントロール
とは
Lake Formation のタグベースのアクセスコントロール (LF-TBAC) は、属性に基づいて許可を定義する認
可戦略です。これらの属性は、Lake Formation で LF タグと呼ばれています。LF タグは、Data Catalog リ
ソース、Lake Formation プリンシパル、およびテーブル列にアタッチできます。これらの LF タグを使用
して、Lake Formation リソースに対する許可を割り当てたり取り消したりできます。Lake Formation は、
プリンシパルのタグがリソースタグと一致したときに、これらのリソースに対する操作を許可します。LF-
TBAC は、急成長する環境や、ポリシー管理が煩雑になる状況で役に立ちます。

Lake Formation のタグベースのアクセスコントロール
と IAM の属性ベースのアクセスコントロールの比較
属性ベースのアクセスコントロール (ABAC) は、属性に基づいて許可を定義する認可戦略です。これら
の属性は、AWS でタグと呼ばれています。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) を含めた 
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ルと IAM の属性ベースのアクセスコントロールの比較

IAM リソース、および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の ABAC ポ
リシー、または少数のポリシーのセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーは、プリンシパルのタ
グがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。ABAC は、急成長す
る環境や、ポリシー管理が煩雑になる状況で役に立ちます。

クラウドセキュリティチームとガバナンスチームは、Amazon S3 バケット、Amazon EC2 インスタンス、
および ARN で参照できるすべてのリソースを含めたすべてのリソースに対するアクセスポリシーとセ
キュリティ許可を定義するために IAM を使用します。IAM ポリシーは、例えば Amazon S3 バケット、プ
レフィックスレベル、またはデータベースレベルでアクセスを許可または拒否するために、データレイク
リソースに対する広範な (粗粒度の) 許可を定義します。IAM ABAC の詳細については、「IAM ユーザーガ
イド」の「AWS の ABAC とは」を参照してください。

例えば、project-access タグキーを使用して 3 つのロールを作成できます。最初のロールのタグ値を
Dev、2 番目を Marketing、3 番目を Support に設定します。適切な値を持つタグをリソースに割り当
てます。そうすることで、project-access に関してロールとリソースが同じ値でタグ付けされている
ときにアクセスを許可する単一のポリシーを使用できます。

データガバナンスチームは、特定のデータレイクリソースに対するきめ細かな許可を定義するために Lake 
Formation を使用します。LF タグは Data Catalog のリソース (データベース、テーブル、および列) に割
り当てられ、プリンシパルに付与されます。リソースの LF タグと一致する LF タグを持つプリンシパル
が、そのリソースにアクセスできます。Lake Formation 許可は IAM 許可に次ぐ二次的なものです。例え
ば、IAM 許可がユーザーにデータレイクへのアクセスを許可しない場合、プリンシパルとリソースの LF 
タグが一致する場合でも、Lake Formation はそのデータレイク内のリソースへの許可をそのユーザーに付
与しません。

Lake Formation のタグベースのアクセスコントロール (LF-TBAC) は、IAM ABAC と連動して Lake 
Formation のデータとリソースに追加の許可レベルを提供します。

• Lake Formation TBAC 許可は、イノベーションとともにスケールします。新しいリソースへのアクセス
を許可するために、管理者が既存のポリシーを更新する必要はありません。例えば、Lake Formation 内
で特定のデータベースへのアクセスを提供するために project-access タグでの IAM ABAC 戦略を使
用するとします。LF-TBAC を使用することで、特定のテーブルや列に LF タグProject=SuperApp が
割り当てられ、そのプロジェクトのデベロッパーに同じ LF タグが付与されます。デベロッパーは IAM 
を通じてデータベースにアクセスでき、LF-TBAC 許可はこのデベロッパーに特定のテーブル、または
テーブル内の列への追加のアクセス権を付与します。新しいテーブルがプロジェクトに追加される場
合、Lake Formation 管理者は、新しいテーブルにタグを割り当てて、デベロッパーにそのテーブルへの
アクセス権が付与されるようするだけで済みます。

• Lake Formation TBAC では、必要な IAM ポリシーが少なくなります。ユーザーは Lake Formation リ
ソースに対する高レベルのアクセス権を付与するために IAM ポリシーを使用し、より精密なデータア
クセスの管理のために Lake Formation TBAC を使用するので、作成する IAM ポリシーが少なくなりま
す。

• Lake Formation TBAC を使用することで、チームのより迅速な変化と成長が可能になります。これは、
新しいリソースの許可が属性に基づいて自動的に付与されるためです。例えば、新しいデベロッパー
がプロジェクトに参加する場合でも、IAM ロールをユーザーに関連付けてから、必要な LF タグをユー
ザーに割り当てることで、このデベロッパーにアクセス権を簡単に付与できます。新しいプロジェクト
をサポートする、または新しい LF タグを作成するために IAM ポリシーを変更する必要はありません。

• Lake Formation TBAC を使用することで、よりきめ細かな許可が可能になります。IAM ポリシー
は、Data Catalog のデータベースやテーブルなどのトップレベルリソースへのアクセス権を付与しま
す。Lake Formation TBAC を使用することで、特定のデータ値が含まれる特定のテーブルやカラムにア
クセス権を付与することができます。

Note

IAM タグと LF タグは同じではありません。これらのタグは置き換え可能ではありません。LF タ
グは Lake Formation 許可を付与するために使用され、IAM タグは IAM ポリシーを定義するため
に使用されます。
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Lake Formation のタグベースのアクセスコント
ロールの仕組み

各 LF タグは、department=sales や classification=restricted などのキーバリューペアです。
キーは、department=sales,marketing,engineering,finance など複数の定義された値を持つこ
とができます。

LF-TBAC 方式を使用するには、データレイク管理者とデータエンジニアが以下のタスクを実行します。

タスク タスクの詳細

1. LF タグのプロパティと関係を定義します。 -

2. Lake Formation で LF タグを作成します。 LF タグの作成 (p. 234)

3. LF タグを Data Catalog リソースに割り当
てます。

Data Catalog リソースへの LF タグの割り当
て (p. 239)

4. LF タグをリソースに割り当てる許可 (オプ
ションで grant オプションを使用) を他のプリ
ンシパルに付与します。

LF-Tag アクセス許可の付与、取り消し、および表
示 (p. 248)

5. LF タグ式 (オプションで grant オプション
を使用) をプリンシパルに付与します。

LF-TBAC 方式を使用した Data Catalog 許可の付
与 (p. 182)

6. (推奨) プリンシパルが LF-TBAC 方式を使
用して正しいリソースにアクセスできること
を確認した後、名前付きリソース方式を使用
して付与された許可を取り消します。

-

データレイク管理者が、3 個のデータベースと 7 個のテーブルに対する許可を 3 人のプリンシパルに付与
する必要がある場合を考えてみましょう。
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上記の図に示されている許可を名前付きリソース方式を使用して実現するには、以下にあるように、デー
タレイク管理者が 17 個の許可を作成する必要があります (擬似コードを使用)。

GRANT CREATE_TABLE ON Database A TO PRINCIPAL 1
GRANT SELECT, INSERT ON Table A.1 TO PRINCIPAL 1
GRANT SELECT, INSERT ON Table A.2 TO PRINCIPAL 1
GRANT SELECT, INSERT ON Table B.2 TO PRINCIPAL 1
...
GRANT SELECT, INSERT ON Table A.2 TO PRINCIPAL 2
GRANT CREATE_TABLE ON Database B TO PRINCIPAL 2
...
GRANT SELECT, INSERT ON Table C.3 TO PRINCIPAL 3

今度は、データレイク管理者が LF-TBAC を使用してどのように許可を付与するかを考えてみます。以下
の図は、データレイク管理者が LF タグをデータベースとテーブルに割り当てて、LF タグに対する許可を
プリンシパルに付与したことを示しています。

この例では、LF タグが、エンタープライズリソースプランニング (ERP) アプリケーションスイートの異
なるモジュールの分析が含まれるデータレイクの領域を表しています。データレイク管理者は、さまざま
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なモジュールの分析データへのアクセスを制御したいと考えています。すべての LF タグは、module とい
うキーと、Sales、Orders、および Customers の可能な値を持っています。LF タグの例は以下のよう
になります。

module=Sales

この図は LF タグの値のみを示しています。

Data Catalog リソースへのタグ割り当てと継承

テーブルはデータベースから LF タグを継承し、列はテーブルから LF タグを継承します。継承された値は
上書きすることができます。上記の図では、淡色表示の LF タグが継承されています。

継承が行われるため、データレイク管理者は、リソースに対して以下の 5 つの LF タグの割り当てを行う
だけで済みます (擬似コードを使用)。

ASSIGN TAGS module=Sales TO database A
ASSIGN TAGS module=Orders TO table A.2
ASSIGN TAGS module=Orders TO database B
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ASSIGN TAGS module=Customers TO table B.2
ASSIGN TAGS module=Customers TO database C

プリンシパルへのタグの付与

データベースとテーブルに LF タグを割り当てた後、データレイク管理者は、以下にあるようにプリンシ
パルに対して 4 つの付与のみを実行する必要があります (擬似コードを使用)。

GRANT TAGS module=Sales TO Principal 1
GRANT TAGS module=Customers TO Principal 1
GRANT TAGS module=Orders TO Principal 2
GRANT TAGS module=Customers TO Principal 3

これで、LF タグ module=Sales を持つプリンシパルは LF タグ module=Sales を持つ Data Catalog リ
ソース (例えば、データベース A) にアクセスでき、LF タグ module=Customers を持つプリンシパルは 
LF タグ module=Customers を持つリソースにアクセスできるといった状態になります。

上記の grant コマンドは不完全です。これらは、プリンシパルが許可を持つ Data Catalog リソースを 
LF タグで示してはいるものの、プリンシパルがそれらのリソースに対してどの Lake Formation 許可 
(SELECT、ALTER など) を持っているかを正確に示していないためです。したがって、以下の擬似コード
のコマンドが、LF タグを使用して Data Catalog リソースに対する Lake Formation 許可を付与する方法の
より正確な表現になります。

GRANT (CREATE_TABLE ON DATABASES) ON TAGS module=Sales TO Principal 1
GRANT (SELECT, INSERT ON TABLES)  ON TAGS module=Sales TO Principal 1
GRANT (CREATE_TABLE ON DATABASES) ON TAGS module=Customers TO Principal 1
GRANT (SELECT, INSERT ON TABLES)  ON TAGS module=Customers TO Principal 1
GRANT (CREATE_TABLE ON DATABASES) ON TAGS module=Orders TO Principal 2
GRANT (SELECT, INSERT ON TABLES)  ON TAGS module=Orders TO Principal 2
GRANT (CREATE_TABLE ON DATABASES) ON TAGS module=Customers TO Principal 3
GRANT (SELECT, INSERT ON TABLES)  ON TAGS module=Customers TO Principal 3

まとめ – 結果として得られたリソースに対するプリンシパルの許可

以下の表は、上記の図のデータベースとテーブルに割り当てられた LF タグと、図の中でプリンシパルに
付与された LF タグを前提とした、プリンシパルが持つデータベースとテーブルに対する Lake Formation 
許可のリストです。

プリンシパル LF タグを通じて付与された許可

プリンシパル 1 • データベース A に対する CREATE_TABLE
• テーブル A.1 に対する SELECT、INSERT
• テーブル A.2 に対する SELECT、INSERT
• テーブル B.2 に対する SELECT、INSERT
• データベース C に対する CREATE_TABLE
• テーブル C.1 に対する SELECT、INSERT
• テーブル C.2 に対する SELECT、INSERT
• テーブル C.3 に対する SELECT、INSERT

プリンシパル 2 • テーブル A.2 に対する SELECT、INSERT
• データベース B に対する CREATE_TABLE
• テーブル B.1 に対する SELECT、INSERT
• テーブル B.2 に対する SELECT、INSERT

プリンシパル 3 • テーブル B.2 に対する SELECT、INSERT
• データベース C に対する CREATE_TABLE
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プリンシパル LF タグを通じて付与された許可
• テーブル C.1 に対する SELECT、INSERT
• テーブル C.2 に対する SELECT、INSERT
• テーブル C.3 に対する SELECT、INSERT

結論

このシンプルな例では、5 つの割り当て操作と 8 つの付与操作を使用することで、データレイク管理者が 
17 個の許可を指定できました。何十個ものデータベースと、数百個ものテーブルがあるときは、名前付き
リソース方式に勝る LF-TBAC 方式の利点が明白になります。すべてのプリンシパルにすべてのリソース
へのアクセス権を付与する必要があり、n(P) をプリンシパルの数、n(R) をリソースの数とする仮定上の
ケースでは、以下のようになります。

• 名前付きリソース方式では、必要な付与数が n(P) × n(R) 個になります。
• 単一の LF タグを使用する LF-TBAC 方式では、プリンシパルへの付与とリソースへの割り当ての合計数

が n(P) + n(R) 個になります。

以下も参照してください。

• メタデータアクセスコントロールのための LF タグの管理 (p. 233)
• LF-TBAC 方式を使用した Data Catalog 許可の付与 (p. 182)

Lake Formation のタグベースのアクセスコント
ロールの許可モデル

以下は、データレイクをセキュア化するために Lake Formation のタグベースのアクセスコントロール (LF-
TBAC) 方式を効果的に使用するうえで理解しておく必要があるルールと許可です。

• すべての LF タグは、Data Catalog リソースへの割り当てや、プリンシパルへの付与を行う前に、あら
かじめ定義しておく必要があります。

データエンジニアとアナリストが LF タグの特性と関係を決定します。その後、データレイク管理者が 
Lake Formation で LF タグを作成し、それらを維持します。LF タグの作成、更新、および削除操作を実
行できるのは、データレイク管理者のみです。

• Data Catalog リソースには複数の LF タグを割り当てることができます。特定のキーに対する 1 つの値
だけを、特定のリソースに割り当てることができます。

例えば、データベース、テーブル、および列には、module=Orders、region=West、および
division=Consumer などを割り当てることができます。module=Orders,Customers を割り当てる
ことはできません。

• リソースの作成時に LF タグをリソースに割り当てることはできません。LF タグを追加できるのは、既
存のリソースのみです。

• 単一の LF タグだけではなく、LF タグ式をプリンシパルに付与できます。

LF タグ式は、以下のようになります (擬似コードを使用)。

module=sales AND division=(consumer OR commercial)

この LF タグ式を付与されたプリンシパルがアクセスできるのは、module=sales
と、division=consumer または division=commercial のいずれかが割り当てられた Data Catalog 
リソース (データベース、テーブル、および列) だけです。プリンシパルが module=sales または
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division=commercial を持つリソースにアクセスできるようにする場合は、同じ付与に両方を含め
ないでください。module=sales と division=commercial それぞれに 1 回ずつ、合計で 2 回付与
を行います。

最もシンプルな LF タグ式は、module=sales などの 1 つの LF タグだけで構成されます。
• 複数の値を持つ LF タグに対する許可を付与されたプリンシパルは、これらの値のいずれかを持つ Data 

Catalog リソースにアクセスできます。例えば、キーが module で値が orders,customers の LF タ
グがユーザーに付与される場合、そのユーザーは、module=orders または module=customers が割
り当てられたリソースにアクセスできます。

• 最初は、データレイク管理者のみが LF タグを Data Catalog リソースに割り当てることができます。
データレイク管理者は、LF タグに対する DESCRIBE および ASSOCIATE 許可をプリンシパルに付与し
て、これらのプリンシパルが LF タグを表示し、割り当てることができるようにすることが可能です。
以下は、これらの許可を説明する表です。

許可 説明

DESCRIBE LF タグに対してこの許可を持つプリンシパルは、LF タグをリソースに割
り当てる、または LF タグに対する許可を付与するときに、LF タグとそ
の値を表示できます。すべてのキーの値、または特定のキーの値に対する
DESCRIBE を付与することができます。

ASSOCIATE LF タグに対してこの許可を持つプリンシパルは、LF タグを Data Catalog 
リソースに割り当てることができます。ASSOCIATE の付与は、DESCRIBE
を黙示的に付与します。

これらの許可は付与可能です。これらの許可を grant オプションと共に付与されたプリンシパルは、こ
れらを他のプリンシパルに付与できます。

• 最初は、データレイク管理者が LF-TBAC 方式を使用して Data Catalog リソースに対する許可 (データ
許可) を付与できる唯一のプリンシパルです。データレイク管理者が LF-TBAC を使用してアカウント内
のプリンシパルに grant オプション付きのデータ許可を付与する場合、付与されたプリンシパルは、2 
つの方法のいずれかを使用してリソースに対するデータ許可を付与できます。
• 名前付きリソース方式を使用する。
• LF-TBAC 方式を使用するが、同じ LF タグ式のみを使用する。

例えば、データレイク管理者が以下の付与を行うとします (擬似コードを使用)。

GRANT (SELECT ON TABLES) ON TAGS module=customers, region=west,south TO user1 WITH 
 GRANT OPTION

この場合、user1 は LF-TBAC 方式を用いてテーブルに対する SELECT を他のプリンシパルに付与で
きますが、完全な LF タグ式 module=customers, region=west,south を使用しなければ付与で
きません。

• データレイク管理者は、LF タグの作成、更新、削除、LF タグのリソースへの割り当て、および LF タグ
のプリンシパルへの付与を行う黙示的な Lake Formation 許可を持っていますが、データレイク管理者に
は以下の LF-TBAC 関連の AWS Identity and Access Management (IAM) 許可も必要になります。

"lakeformation:AddLFTagsToResource",
"lakeformation:RemoveLFTagsFromResource",
"lakeformation:GetResourceLFTags",
"lakeformation:ListLFTags",
"lakeformation:CreateLFTag",
"lakeformation:GetLFTag",
"lakeformation:UpdateLFTag",
"lakeformation:DeleteLFTag",
"lakeformation:SearchTablesByLFTags",
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"lakeformation:SearchDatabasesByLFTags"

リソースに LF タグを付与し、プリンシパルに LF タグを付与するプリンシパル
は、CreateLFTag、UpdateLFTag、および DeleteLFTag 許可を除き、同じ許可を持っている必要が
あります。

詳細については、「Lake Formation のペルソナと IAM 許可のリファレンス (p. 327)」を参照してくだ
さい。

• LF-TBAC 方式と名前付きリソース方式の両方を使用してリソースに対する許可がプリンシパルに付与さ
れる場合、そのプリンシパルがリソースに対して持っている許可は、両方の方式によって付与された許
可を結合したものになります。

• Lake Formation は、LF-TBAC 方式を使用した複数のアカウント全体での LF タグに対する DESCRIBE
および ASSOCIATE の付与と、複数のアカウント全体での Data Catalog に対する許可の付与をサポート
しています。どちらの場合も、プリンシパルは AWS アカウント ID です。

Note

Lake Formation は、LF-TBAC 方式を使用した組織および組織単位へのクロスアカウント付与は
サポートします。この機能を使用するには、[Cross account version settings] (クロスアカウン
トのバージョン設定) を [Version 3] (バージョン 3) に更新する必要があります。

詳細については、「Lake Formation でのクロスアカウントデータ共有 (p. 189)」を参照してください。

Example – LF タグのライフサイクル

1. データレイク管理者であるマイケルが LF タグ module=Customers を作成します。
2. マイケルが LF タグに対する ASSOCIATE をデータエンジニアであるエデュアルドに付与しま

す。ASSOCIATE の付与は、DESCRIBE を黙示的に付与します。
3. マイケルがテーブル Custs に対する grant オプション付きの Super をエデュアルドに付与して、

エデュアルドがそのテーブルに LF タグを割り当てることができるようにします。詳細については、
「Data Catalog リソースへの LF タグの割り当て (p. 239)」を参照してください。

4. エデュアルドが LF タグ module=customers をテーブル Custs に割り当てます。
5. マイケルがデータエンジニアであるサンドラに以下の付与を行います (疑似コードを使用)。

GRANT (SELECT, INSERT ON TABLES) ON TAGS module=customers TO Sandra WITH GRANT OPTION

6. サンドラがデータアナリストであるマリアに以下の付与を行います。

GRANT (SELECT ON TABLES) ON TAGS module=customers TO Maria

マリアが Custs テーブルにクエリを実行できるようになります。

以下も参照してください。

• メタデータのアクセスコントロール (p. 295)

Lake Formation のタグベースのアクセスコント
ロールに関する注意点と制限

以下は、Lake Formation のタグベースのアクセスコントロールに関する注意点と制限です。
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• Data Catalog リソースへのクロスアカウントアクセス権を付与するための Lake Formation のタグベース
のアクセスコントロール (LF-TBAC) の使用には、AWS アカウントの Data Catalog リソースポリシーへ
の追加が必要になります。詳細については、「前提条件 (p. 191)」を参照してください。

• LF タグのキーと値の長さは 50 文字以下にする必要があります。
• Data Catalog リソースに割り当てることができる LF タグの最大数は 50 個です。
• 次の制限はソフト制限です。
• • 作成できる LF タグの最大数は 1,000 個です。

• LF タグに定義できる値の最大数は 1000 個です。
• タグのキーと値はすべて、保存されるときに小文字に変換されます。
• LF タグに対する 1 つの値だけを、特定のリソースに割り当てることができます。
• 単一の付与で複数の LF タグがプリンシパルに付与される場合、このプリンシパルはすべての LF タグを

持つ Data Catalog リソースのみにアクセスできます。
• AWS Glue ETL ジョブにはフルテーブルアクセスが必要です。AWS Glue ETL ロールが、テーブル内の

すべての列に対するアクセス権を持っていない場合、ジョブは失敗します。LF タグを列レベルで適用
することは可能ですが、AWS Glue ETL ロールはフルテーブルアクセスを失い、ジョブは失敗する可能
性があります。列や行のフィルタリングにデータフィルターを使用しても、この制限の影響を受けませ
ん。

• LF タグ式評価の結果がテーブル列のサブセットのみへのアクセスであったが、一致がある場合に付与さ
れる Lake Formation 許可が、列全体へのアクセスを必要とする許可 (つまり、ALTER、DROP、INSERT
または DELETE) の 1 つであるという場合は、これらの許可のいずれも付与されません。その代わ
り、DESCRIBE のみが付与されます。付与された許可が ALL (Super) である場合は、SELECT と
DESCRIBE のみが付与されます。

メタデータアクセスコントロールのための LF タグ
の管理

Lake Formation のタグベースのアクセスコントロール (LF-TBAC) 方式を使用して Data Catalog リソース 
(データベース、テーブル、および列) をセキュア化するには、LF タグを作成し、それらをリソースに割り
当てて、プリンシパルに付与します。

LF タグの作成、更新、および削除を実行できるのは、データレイク管理者のみです。最初は、データレイ
ク管理者のみが LF タグを Data Catalog リソースに割り当てることができます。データレイク管理者は、
リソースに LF タグを割り当てるための許可を他のプリンシパルに付与できます。

LF タグは、AWS Lake Formation コンソール、API、または AWS Command Line Interface (AWS CLI) を
使用して管理することができます。

トピック
• LF タグの作成 (p. 234)
• LF タグの更新 (p. 235)
• LF タグの削除 (p. 236)
• LF タグのリスト化 (p. 236)
• Data Catalog リソースへの LF タグの割り当て (p. 239)
• リソースに割り当てられた LF タグの表示 (p. 244)
• LF タグが割り当てられているリソースの表示 (p. 246)

以下も参照してください。

• LF-Tag アクセス許可の付与、取り消し、および表示 (p. 248)
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• LF-TBAC 方式を使用した Data Catalog 許可の付与 (p. 182)
• Lake Formation のタグベースのアクセスコントロール (p. 224)

LF タグの作成
すべての LF タグは、使用前に Lake Formation で定義される必要があります。LF タグは、キーと、キー
に対する 1 つ、または複数の可能な値で構成されます。LF タグを作成できるのは、データレイク管理者の
みです。

LF タグは、AWS Lake Formation コンソール、API、または AWS Command Line Interface (AWS CLI) を
使用して作成することができます。

Console

LF タグを作成する

1. Lake Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/)を開きます。

データレイク管理者としてサインインします。
2. ナビゲーションペイン の[Permissions] (許可) で [LF-Tags] (LF タグ) を選択します。

[LF-Tags] (LF タグ) ページが表示されます。

3. [Add tag] (タグを追加) を選択します。
4. [Add LF-Tag] (LF タグの追加) ダイアログボックスで、キーと、1 つまたは複数の値を入力しま

す。

各キーには、少なくとも 1 つの値が必要です。複数の値を入力するには、カンマ区切りのリスト
を入力してから [Enter] キーを押すか、一度に 1 つの値を入力し、入力するたびに [Add] (追加) を
選択します。許可される値の最大数は 1000 です。

5. [Add tag] (タグを追加) を選択します。

AWS CLI

LF タグを作成する

• create-lf-tag コマンドを入力します。

以下の例は、キーが module で、値が Customers と Orders の LF タグを作成します。
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aws lakeformation create-lf-tag --tag-key module --tag-values Customers Orders

LF タグの更新
LF タグを更新するには、許可されたキーの値を追加または削除します。LF タグのキーを変更することは
できません。キーを変更するには、LF タグを削除して、必要なキーを持つ LF タグを追加します。

LF タグの値を削除するときは、Data Catalog リソースにその LF タグの値が存在するかどうかのチェッ
クは実行されません。削除された LF タグの値がリソースに関連付けられている場合は、この値がそのリ
ソースで認識されなくなり、そのキーバリューペアに対する許可が付与されたプリンシパルは許可を失い
ます。

LF タグの値を削除する前に、オプションで remove-lf-tags-from-resource コマンド (p. 244)を使
用して、削除したい値を持つ Data Catalog リソースからその LF タグを削除し、その後、保持したい値で
リソースにタグを付け直すことができます。

LF タグを更新できるのは、データレイク管理者のみです。

LF タグは、AWS Lake Formation コンソール、API、または AWS Command Line Interface (AWS CLI) を
使用して更新することができます。

Console

LF タグを更新する (コンソール)

1. Lake Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/)を開きます。

データレイク管理者としてサインインします。
2. ナビゲーションペイン の[Permissions] (許可) で [LF-Tags] (LF タグ) を選択します。
3. [LF-Tags] (LF タグ) ページで、LF タグを選択してから、[Edit] (編集) を選択します。
4. [Edit LF-Tag] (LF タグの編集) ダイアログボックスで、LF タグの値を追加または削除します。

複数の値を追加するには、[Values] (値) フィールドで、カンマ区切りのリストを入力して [Enter]
キーを押すか、一度に 1 つの値を入力して、入力するたびに [Add] (追加) を選択します。

5. [Save] (保存) を選択します。

AWS CLI

LF タグを更新する (AWS CLI)

• update-lf-tag コマンドを入力します。以下の引数の 1 つ、または両方を入力します。

• --tag-values-to-add

• --tag-values-to-delete

Example

以下の例は、LF タグのキー level の値 vp を、値 vice-president に置き換えます。

aws lakeformation update-lf-tag --tag-key level --tag-values-to-add vice-president  
--tag-values-to-delete vp 
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LF タグの削除
使用されなくなった LF タグは、削除することができます。Data Catalog リソースに LF タグが存在するか
どうかのチェックは実行されません。削除された LF タグがリソースに関連付けられている場合は、この
値がそのリソースで認識されなくなり、その LF タグに対する許可が付与されたプリンシパルは許可を失
います。

LF タグを削除する前に、オプションで remove-lf-tags-from-resource (p. 244) コマンドを使用し
て、すべてのリソースからその LF タグを削除することができます。

LF タグを削除できるのは、データレイク管理者のみです。

LF タグは、AWS Lake Formation コンソール、API、または AWS Command Line Interface (AWS CLI) を
使用して削除することができます。

Console

LF タグを削除する (コンソール)

1. Lake Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/)を開きます。

データレイク管理者としてサインインします。
2. ナビゲーションペイン の[Permissions] (許可) で [LF-Tags] (LF タグ) を選択します。
3. [LF-Tags] (LF タグ) ページで、LF タグを選択してから、[Delete] (削除) を選択します。
4. [Delete tag environment?] (タグ環境を削除しますか?) ダイアログボックスで、削除を確認するた

めに LF タグのキーの値を指定フィールドに入力してから、[Delete] (削除) を選択します。

AWS CLI

LF タグを削除する (AWS CLI)

• delete-lf-tag コマンドを入力します。削除する LF タグのキーを指定します。

Example

以下の例は、region キーを持つ LF タグを削除します。

aws lakeformation delete-lf-tag --tag-key region

LF タグのリスト化
DESCRIBE または ASSOCIATE 許可を持っている LF タグをリストすることができます。LF タグの各キー
と共にリストされる値は、許可を持っている値です。

データレイク管理者は、ローカル AWS アカウントで定義されたすべての LF タグと、外部アカウントから
のローカルアカウントに DESCRIBE および ASSOCIATE 許可が付与されているすべての LF タグを表示す
ることができます。データレイク管理者は、すべての LF タグのすべての値を表示することができます。

LF タグは、AWS Lake Formation コンソール、API、または AWS Command Line Interface (AWS CLI) を
使用してリストすることができます。

Console

LF タグをリストする (コンソール)

1. Lake Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/)を開きます。
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データレイク管理者、または LF タグに対する許可を付与され、lakeformation:ListLFTags
IAM 許可を持つプリンシパルとしてサインインします。

2. ナビゲーションペイン の[Permissions] (許可) で [LF-Tags] (LF タグ) を選択します。

[LF-Tags] (LF タグ) ページが表示されます。

[Owner account ID] (所有者のアカウント ID) 列をチェックして、外部アカウントからのアカウン
トと共有された LF タグを判別します。

AWS CLI

LF タグをリストする (AWS CLI)

• 以下のコマンドを、データレイク管理者、または LF タグに対する許可を付与さ
れ、lakeformation:ListLFTags IAM 許可を持つプリンシパルとして実行します。

aws lakeformation list-lf-tags

出力は以下のようになります。

{ 
    "LFTags": [ 
        { 
            "CatalogId": "111122223333", 
            "TagKey": "level", 
            "TagValues": [ 
                "director", 
                "vp", 
                "c-level" 
            ] 
        }, 
        { 
            "CatalogId": "111122223333", 
            "TagKey": "module", 
            "TagValues": [ 
                "Orders", 
                "Sales", 
                "Customers" 
            ] 
        } 
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    ]
}

外部アカウントから付与された LF タグも表示するには、コマンドオプション --resource-
share-type ALL を含めます。

aws lakeformation list-lf-tags --resource-share-type ALL

出力は以下のようになります。リストする LF タグがまだあることを示す NextToken キーに注
意してください。

{ 
    "LFTags": [ 
        { 
            "CatalogId": "111122223333", 
            "TagKey": "level", 
            "TagValues": [ 
                "director", 
                "vp", 
                "c-level" 
            ] 
        }, 
        { 
            "CatalogId": "111122223333", 
            "TagKey": "module", 
            "TagValues": [ 
                "Orders", 
                "Sales", 
                "Customers" 
            ] 
        } 
    ], 
    "NextToken": "eyJleHBpcmF0aW...ZXh0Ijp0cnVlfQ=="
}

引数 --next-token を追加してコマンドを繰り返し、残りのローカルLF タグと、外部アカウン
トから付与された LF タグを表示します。外部アカウントからの LF タグは、常に個別のページに
表示されます。

aws lakeformation list-lf-tags --resource-share-type ALL  
--next-token eyJleHBpcmF0aW...ZXh0Ijp0cnVlfQ==

{ 
    "LFTags": [ 
        { 
            "CatalogId": "123456789012", 
            "TagKey": "region", 
            "TagValues": [ 
                "central", 
                "south" 
            ] 
        } 
    ]
}
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API

Lake Formation に利用できる SDK を使用して、リクエスト元が表示する許可を持っているタグをリ
ストすることができます。

import boto3

client = boto3.client('lakeformation')
...

response = client.list_lf_tags( 
    CatalogId='string', 
    ResourceShareType='ALL', 
    MaxResults=50'
)

このコマンドは、以下の構造で dict オブジェクトを返します。

{ 
    'LFTags': [ 
        { 
            'CatalogId': 'string', 
            'TagKey': 'string', 
            'TagValues': [ 
                'string', 
            ] 
        }, 
    ], 
    'NextToken': 'string'
}

必要な許可の詳細については、「Lake Formation のペルソナと IAM 許可のリファレンス (p. 327)」を参
照してください。

Data Catalog リソースへの LF タグの割り当て
LF タグを Data Catalog リソース (データベース、テーブル、および列) に割り当てて、それらのリソース
へのアクセスを制御できます。リソースにアクセスできるのは、一致する LF タグが付与されたプリンシ
パル (および名前付きリソース方式でアクセス権が付与されたプリンシパル) のみです。

テーブルがデータベースから LF タグを継承する場合、または列がテーブルからLF タグを継承する場合
は、LF タグのキーに新しい値を割り当てることで、継承された値を上書きできます。

リソースに割り当てることができる LF タグの最大数は 50 個です。

トピック
• リソースに割り当てられたタグの管理に関する要件 (p. 239)
• LF タグをテーブル列に割り当てる (p. 240)
• LF タグを Data Catalog リソースに割り当てる (p. 242)
• リソースの LF タグ の更新 (p. 244)
• リソースからの LF タグの削除 (p. 244)

リソースに割り当てられたタグの管理に関する要件
LF タグを Data Catalog リソースに割り当てるには、以下の要件を満たす必要があります。
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• LF タグに対する Lake Formation の ASSOCIATE 許可がある。
• IAM lakeformation:AddLFTagsToResource の許可がある。
• Glue データベースに対する glue: GetDatabase 許可を持っている。
• リソース所有者 (作成者) である、リソースに対する GRANT オプション付きの Super Lake Formation 許

可を持っている、または GRANT オプション付きの以下の許可を持っている。
• 同じ AWS アカウント内のデータベースの場合: DESCRIBE、CREATE_TABLE、ALTER、および DROP
• 外部アカウント内のデータベースの場合: DESCRIBE、CREATE_TABLE、および ALTER
• テーブル (および列) の場合: DESCRIBE、ALTER、DROP、INSERT、SELECT、および DELETE

これに加えて、LF タグと、その割り当て先となるリソースは、同じ AWS アカウント内にある必要があり
ます。

Data Catalog リソースから LF タグを削除するには、これらの要件を満たすととも
に、lakeformation:RemoveLFTagsFromResource IAM 許可も持っている必要があります。

LF タグをテーブル列に割り当てる
LF タグをテーブル列に割り当てる (コンソール)

1. Lake Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/)を開きます。

上記の要件を満たすユーザーとしてサインインします。
2. ナビゲーションペインで [Table] (テーブル) を選択します。
3. テーブル名を選択します (テーブル名の横にあるオプションボタンではありません)。
4. テーブルの詳細ページの [Schema] (スキーマ) セクションで、[Edit schema] (スキーマを編集) を選択

します。
5. [Edit Schema] (スキーマの編集) ページで、1 つ、または複数の列を選択してから、[Edit tags] (タグを

編集) を選択します。

Note

列を追加または削除して、新しいバージョンを保存する予定の場合は、最初にそれらを実行
してください。その後、LF タグを編集します。

[Edit LF-Tags] (LF タグの編集) ダイアログボックスが表示され、テーブルから継承された LF タグが
表示されます。
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6. (オプション) [Inherited keys] (継承されたキー) フィールドの横にある[Values](値) リストで、継承され
た値を上書きする値を選択します。

7. (オプション) [Assign new LF-Tag] (新しい LF タグを割り当てる) を選択します。その後、[Assigned 
keys] (割り当てられたキー) でキーを選択し、[Values] (値) でキーの値を選択します。
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8. (オプション) [Assign new LF-Tag] (新しい LF タグを割り当てる) を再度選択して、別の LF タグを追
加します。

9. [Save] (保存) を選択します。

LF タグを Data Catalog リソースに割り当てる
Console

LF タグを Data Catalog データベースまたはテーブルに割り当てる

1. Lake Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/)を開きます。

前述の要件を満たすユーザーとしてサインインします。
2. ナビゲーションペインの [Data catalog] で、以下のいずれかを実行します。

• LF タグをデータベースに割り当てるには、[Databases] (データベース) を選択します。
• LF タグをテーブルに割り当てるには、[Tables] (テーブル) を選択します。

3. データベースまたはテーブルを選択し、[Actions] (アクション) メニューで [Edit tags] (タグを編
集) を選択します。

[Edit LF-Tags: resource-name] (LF タグの編集: リソース名) ダイアログボックスが表示されま
す。

テーブルが格納先のデータベースから LF タグを継承する場合は、ウィンドウに継承された LF 
タグが表示されます。それ以外の場合は、「There are no inherited LF-Tags associated with the 
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resource.」(このリソースに、継承された LF タグは関連付けられていません。) というテキスト
が表示されます。

4. (オプション) テーブルに継承された LF タグがある場合は、[Inherited keys] (継承されたキー) 
フィールドの横にある [Values] (値) リストで、継承された値を上書きする値を選択することがで
きます。

5. 新しい LF タグを割り当てるには、以下の手順を実行します。

a. [Assign new LF-Tag] (新しい LF タグを割り当てる) を選択します。
b. [Assigned keys] (割り当てられたキー) フィールドで LF タグのキーを選択し、[Values] (値) 

フィールドで値を選択します。
c. (オプション) [Assign new LF-Tag] (新しい LF タグを割り当てる) を再度選択して、追加のLF 

タグを割り当てます。
6. [Save] (保存) を選択します。

AWS CLI

LF タグを Data Catalog リソースに割り当てる

• add-lf-tags-to-resource コマンドを実行します。

以下の例は、データベース erp 内のテーブル orders に LF タグ module=orders を割り当
てます。これは、--lf-tags 引数にショートカット構文を使用しています。--lf-tags の
CatalogID プロパティはオプションです。指定されない場合は、リソース (この場合はテーブル) 
のカタログ ID が使用されます。

aws lakeformation add-lf-tags-to-resource --resource '{ "Table": 
 {"DatabaseName":"erp", "Name":"orders"}}' --lf-tags  
 CatalogId=111122223333,TagKey=module,TagValues=orders
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以下は、コマンドが成功した場合の出力です。

{ 
    "Failures": []
}

次の例は、sales テーブルに 2 つの LF タグを割り当てて、--lf-tags 引数に JSON 構文を使
用します。

aws lakeformation add-lf-tags-to-resource --resource '{ "Table": 
 {"DatabaseName":"erp", "Name":"sales"}}' --lf-tags '[{"TagKey": 
 "module","TagValues": ["sales"]},{"TagKey": "environment","TagValues": 
 ["development"]}]'

次の例は、表 level=director の total 列に LF タグ sales を割り当てます。

aws lakeformation add-lf-tags-to-resource --resource '{ "TableWithColumns": 
 {"DatabaseName":"erp", "Name":"sales", "ColumnNames":["total"]}}' --lf-tags 
 TagKey=level,TagValues=director

リソースの LF タグ の更新
Data Catalog リソース (AWS CLI) の LF タグを更新する

• 前の手順で説明したように、add-lf-tags-to-resource コマンドを使用します。

既存の LF タグと同じキーがあるが、値は異なるという LF タグを追加すると、既存の値が更新されま
す。

リソースからの LF タグの削除
Data Catalog リソース (AWS CLI) の LF タグを削除する

• remove-lf-tags-from-resource コマンドを実行します。

親データベースから継承された値を上書きする LF タグの値がテーブルにある場合、テーブルからそ
の LF タグを削除すると、継承された値が復元されます。この動作は、テーブルから継承されたキー
の値を上書きする列にも該当します。

以下の例は、sales のテーブルの total の列から LF タグ level=director を削除します。--lf-
tags の CatalogID プロパティはオプションです。指定されない場合は、リソース (この場合はテー
ブル) のカタログ ID が使用されます。

aws lakeformation remove-lf-tags-from-resource  
--resource ' { "TableWithColumns":   
{ "DatabaseName": "erp",  "Name": "sales",  "ColumnNames":[ "total"]}}'  
--lf-tags  CatalogId=111122223333,TagKey=level,TagValues=director

リソースに割り当てられた LF タグの表示
Data Catalog リソースに割り当てられた LF タグを表示できます。LF タグを表示するには、それに対する
DESCRIBE または ASSOCIATE 許可が必要です。
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Console

リソースに割り当てられた LF タグを表示する (コンソール)

1. Lake Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/)を開きます。

データレイク管理者、リソース所有者、またはリソースに対する Lake Formation 許可を付与され
たユーザーとしてサインインします。

2. ナビゲーションペインの [Data catalog] (データカタログ) 見出しの下で、以下のいずれかを実行
します。

• データベースに割り当てられた LF タグを表示するには、[Databases] (データベース) を選択し
ます。

• テーブルに割り当てられた LF タグを表示するには、[Tables] (テーブル) を選択します。
3. [Tables] (テーブル) または [Databases] (データベース) ページで、データベースまたはテーブルの

名前を選択します。次に、詳細ページで、[LF-Tags] セクションまでスクロールダウンします。

以下のスクリーンショットには、retail データベースに含まれる customers テーブルに割
り当てられた LF タグが表示されています。module LF タグはデータベースから継承されま
す。credit_limit 列には level=vp LF タグが割り当てられています。

AWS CLI

リソースに割り当てられた LF タグを表示する (AWS CLI)

• 以下のようなコマンドを入力します。

aws lakeformation get-resource-lf-tags --show-assigned-lf-tags --resource 
 '{ "Table": {"CatalogId":"111122223333", "DatabaseName":"erp", "Name":"sales"}}'

このコマンドは、以下の出力を返します。

{ 
    "TableTags": [ 
        { 
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            "CatalogId": "111122223333", 
            "TagKey": "module", 
            "TagValues": [ 
                "sales" 
            ] 
        }, 
        { 
            "CatalogId": "111122223333", 
            "TagKey": "environment", 
            "TagValues": [ 
                "development" 
            ] 
        } 
    ], 
    "ColumnTags": [ 
        { 
            "Name": "total", 
            "Tags": [ 
                { 
                    "CatalogId": "111122223333", 
                    "TagKey": "level", 
                    "TagValues": [ 
                        "director" 
                    ] 
                } 
            ] 
        } 
    ]
}

この出力には、明示的に割り当てられた LF タグのみが表示され、継承されたものは表示さ
れません。継承された LF タグを含めたすべての列の LF タグを表示したい場合は、--show-
assigned-lf-tags オプションを削除してください。

LF タグが割り当てられているリソースの表示
特定の LF タグのキーが割り当てられているすべての Data Catalog リソースを表示できます。これを実行
するには、以下の Lake Formation 許可が必要です。

• LF タグに対する DESCRIBE または ASSOCIATE。
• リソースに対する DESCRIBE、またはその他 Lake Formation 許可。

これらに加えて、以下の AWS Identity and Access Management(IAM) 許可も必要です。

• lakeformation:SearchDatabasesByLFTags

• lakeformation:SearchTablesByLFTags

Console

LF タグが割り当てられているリソースを表示する (コンソール)

1. Lake Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/)を開きます。

データレイク管理者として、または前述の要件を満たすユーザーとしてサインインします。
2. ナビゲーションペインで、[Permissions] (許可) と[Administrative roles and tasks] (管理上の役割

とタスク) の見出しの下で、[LF-Tags] (LF タグ) を選択します。
3. LF タグのキーを選択します (キー名の横にあるオプションボタンではありません)。
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LF タグの詳細ページに、LF タグが割り当てられているリソースのリストが表示されます。

AWS CLI

LF タグが割り当てられているリソースを表示する

• search-tables-by-lf-tags または search-databases-by-lf-tags のコマンドを実行し
ます。

Example

以下の例は、level=vp LF タグが割り当てられたテーブルと列をリストします。リストされた
各テーブルと列については、検索式だけでなく、テーブルまたは列に割り当てられたすべての LF 
タグが出力です。

aws lakeformation search-tables-by-lf-tags --expression TagKey=level,TagValues=vp

必要な許可の詳細については、「Lake Formation のペルソナと IAM 許可のリファレンス (p. 327)」を参
照してください。
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LF-Tag アクセス許可の付与、取り消し、および表
示

LF タグに対する DESCRIBE と ASSOCIATE の Lake Formation 許可をプリンシパルに付与して、プリン
シパルが LF タグを表示し、Data Catalog リソース (データベース、テーブル、列) に割り当てることが
できるようにすることが可能です。LF タグが Data Catalog リソースに割り当てられているときは、Lake 
Formation のタグベースのアクセスコントロール (LF-TBAC) 方式を使用して、これらのリソースをセ
キュア化することができます。詳細については、「Lake Formation のタグベースのアクセスコントロー
ル (p. 224)」を参照してください。

最初は、データレイク管理者のみがこれらの許可を付与できます。データレイク管理者が grant オ
プションと共にこれらの許可を付与すると、他のプリンシパルがそれらを付与できるようになりま
す。DESCRIBE 許可と ASSOCIATE 許可は、「Lake Formation のタグベースのアクセスコントロールの許
可モデル (p. 230)」で説明されています。

LF タグに対する DESCRIBE および ASSOCIATE 許可は、外部の AWS アカウントに付与することができま
す。そうすると、そのアカウントのデータレイク管理者が、アカウント内の他のプリンシパルにこれらの
許可を付与できるようになります。外部アカウントのデータレイク管理者が ASSOCIATE 許可を付与する
プリンシパルは、そのアカウントと共有した Data Catalog リソースに LF タグを割り当てることができま
す。

外部アカウントに付与するときは、grant オプションを含める必要があります。

LF タグに対する許可は、AWS Lake Formation コンソール、API、または AWS Command Line Interface 
(AWS CLI) を使用して付与することができます。

トピック
• コンソールを使用した LF-Tag アクセス許可の表示 (p. 248)
• コンソールを使用した LF-Tag アクセス許可の付与 (p. 249)
• AWS CLI を使用した LF タグ許可の付与、取り消し、およびリスト化 (p. 251)

詳細については、「 メタデータアクセスコントロールのための LF タグの管理 (p. 233)」および「Lake 
Formation のタグベースのアクセスコントロール (p. 224)」を参照してください。

コンソールを使用した LF-Tag アクセス許可の表示
Lake Formation コンソールを使用して、付与された LF タグに対する許可を表示することができます。こ
れを表示するには、データレイク管理者であるか、LF タグに対する DESCRIBE または ASSOCIATE 許可
を持ってる必要があります。

LF タグ許可をリストする (コンソール)

1. Lake Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/)を開きます。

データレイク管理者、または LF タグに対する ASSOCIATE または DESCRIBE 許可が付与されたユー
ザーとしてサインインします。

2. ナビゲーションペインの [Permissions] (アクセス許可) で [LF-Tag permissions] (LF-Tag のアクセス許
可) を選択します。

[Grant LF-Tag permissions] (TF-Tag のアクセス許可) ページが表示されます。
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コンソールを使用した LF-Tag アクセス許可の付与
以下は、Lake Formation コンソールの [Grant tag permissions] (タグ許可の付与) ページを使用することで 
LF タグに対する許可を付与する方法を説明する手順です。このページは、これらのセクションに分けられ
ています。

• [Principals] (プリンシパル) – 許可を付与するユーザー、ロール、または AWS アカウント。
• [LF-Tags] (LF タグ) – 付与する許可の対象となるLF タグ。
• [Permissions] (許可) – 付与する許可。

[Grant tag permissions] (タグ許可の付与) ページを開きます
1. Lake Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/)を開きます。

データレイク管理者、または LF タグに対する GRANT オプション付きの ASSOCIATE または
DESCRIBE 許可が付与されたユーザーとしてサインインします。

2. ナビゲーションペインの [Permissions] (許可) で [Tag permissions] (タグの許可) を選択します。
3. [Grant] (付与) を選択します。

プリンシパルを指定する
[Principals] (プリンシパル) セクションでプリンシパルタイプを選択して、許可の付与先となるプリンシパ
ルを指定します。
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IAM ユーザーとロール

[IAM users and roles] (IAM ユーザーおよびロール) リストから、1 人、または複数のユーザーまたは
ロールを選択します。

SAML ユーザーとグループ

[SAML and Amazon QuickSight users and groups] (SAML および Amazon QuickSight のユーザーと
グループ) の場合は、SAML 経由でフェデレートされたユーザーまたはグループに 1 つ、または複数
の Amazon リソースネーム (ARN) を入力するか、Amazon QuickSight のユーザーまたはグループに 
ARN を入力します。各 ARN の後で [Enter] キーを押します。

ARN の構築方法については、「Lake Formation の付与および取り消し AWS CLI コマンド (p. 211)」
を参照してください。

Note

Lake Formation の Amazon QuickSight との統合がサポートされるのは、Amazon QuickSight 
Enterprise Edition のみです。

外部アカウント

[AWS account] (AWS アカウント) で、有効な AWS アカウント ID を 1 つ以上入力します。各 ID の後
で [Enter] キーを押します。

組織 ID は、最初の「o-」と、その後に続く 10～32 個の小文字または数字で構成されています。

組織単位 ID は「ou-」で始まり、その後に 4～32 個の小文字または数字 (OU が含まれるルートの ID) 
が続きます。この文字列の後には、2 番目の「-」ダッシュと 8～32 個の追加の小文字または数字が続
きます。

IAM プリンシパルの場合は、IAM ユーザーまたはロールの ARN を入力します。

LF タグを指定する
[LF-Tags] (LF タグ) セクションで、付与する許可の対象となる LF タグを指定します。

1. [Add LF-Tag] (LF タグを追加) を選択して、LF タグを指定するためのフィールドの最初の行を表示し
ます。

2. カーソルを [Key] (キー) フィールドに置き、オプションで入力を開始して選択リストを絞り込ん
で、LF タグのキーを選択します。
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3. [Values] (値) リストで、1 つ、または複数の値を選択してから、[Tab] (タブ) を押すか、フィールドの
外側をクリックまたはタップして、選択した値を保存します。

Note

[Values] (値) リストの行のいずれかがフォーカスされている場合は、[Enter] キーを押すと、
チェックボックスがオンまたはオフになります。

選択された値は、[Values] (値) リストの下にタイルとして表示されます。✖ を選択して値を削除しま
す。[Remove] (削除) を選択して、LF タグ全体を削除します。

4. 別の LF タグを追加するには、もう一度 [LF-Tag] (LF タグを追加) を選択して、前の 2 つのステップを
繰り返します。

許可を指定する
[Permissions] (許可) セクションで、許可と付与可能な許可を選択します。

1. [Tag permissions] (タグの許可) で、付与する許可を選択します。

[Associate] (関連付け) の付与は、[Describe] (記述) を黙示的に付与します。
2. (オプション) [Grantable permissions] (付与可能な許可) で、付与対象者がそれぞれの AWS アカウント

内の他のプリンシパルに付与できる許可を選択します。
3. [Grant] (付与) を選択します。

AWS CLI を使用した LF タグ許可の付与、取り消し、
およびリスト化
AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して、LF タグに対する許可を付与、取り消し、およびリ
ストすることができます。

LF タグ許可をリストする (AWS CLI)

• list-permissions コマンドを入力します。これを表示するには、データレイク管理者である
か、LF タグに対する DESCRIBE または ASSOCIATE 許可を持ってる必要があります。

以下のコマンドは、許可を持っているすべての LF タグをリクエストします。

aws lakeformation list-permissions --resource-type LF_TAG

以下は、すべてのプリンシパルに付与されたすべての LF タグが表示される、データレイク管理者の
ための出力の例です。非管理ユーザーには、それらに付与された LF タグのみが表示されます。外部
アカウントから付与された LF タグ許可は、個別の結果ページに表示されます。それらを表示するに
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は、コマンドの前回の実行から返されたトークンを --next-token 引数に指定して、コマンドを繰
り返します。

{ 
    "PrincipalResourcePermissions": [ 
        { 
            "Principal": { 
                "DataLakePrincipalIdentifier": "arn:aws:iam::111122223333:user/
datalake_admin" 
            }, 
            "Resource": { 
                "LFTag": { 
                    "CatalogId": "111122223333", 
                    "TagKey": "environment", 
                    "TagValues": [ 
                        "*" 
                    ] 
                } 
            }, 
            "Permissions": [ 
                "ASSOCIATE" 
            ], 
            "PermissionsWithGrantOption": [ 
                "ASSOCIATE" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Principal": { 
                "DataLakePrincipalIdentifier": "arn:aws:iam::111122223333:user/
datalake_user1" 
            }, 
            "Resource": { 
                "LFTag": { 
                    "CatalogId": "111122223333", 
                    "TagKey": "module", 
                    "TagValues": [ 
                        "Orders", 
                        "Sales" 
                    ] 
                } 
            }, 
            "Permissions": [ 
                "DESCRIBE" 
            ], 
            "PermissionsWithGrantOption": [] 
        },
... 
    ], 
    "NextToken": "eyJzaG91bGRRdWVy...Wlzc2lvbnMiOnRydWV9"
}

特定の LF タグのキーに関するすべての許可をリストできます。以下のコマンドは、module という 
LF タグに関して付与されたすべての許可を返します。

aws lakeformation list-permissions --resource-type LF_TAG --resource '{ "LFTag": 
 {"CatalogId":"111122223333","TagKey":"module","TagValues":["*"]}}'

特定の LF タグに関して特定のプリンシパルに付与された LF タグの値をリストすることもできま
す。--principal 引数を指定する場合は、--resource 引数を指定する必要があります。このた
め、このコマンドが実質的にリクエストできるのは、特定の LF タグのキーに関して特定のプリンシ
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パルに付与された値のみです。以下のコマンドは、これをプリンシパル datalake_user1 と LF タ
グのキー module について行う方法を示しています。

aws lakeformation list-permissions --principal 
 DataLakePrincipalIdentifier=arn:aws:iam::111122223333:user/
datalake_user1 --resource-type LF_TAG --resource '{ "LFTag": 
 {"CatalogId":"111122223333","TagKey":"module","TagValues":["*"]}}'

以下は出力例です。

{ 
    "PrincipalResourcePermissions": [ 
        { 
            "Principal": { 
                "DataLakePrincipalIdentifier": "arn:aws:iam::111122223333:user/
datalake_user1" 
            }, 
            "Resource": { 
                "LFTag": { 
                    "CatalogId": "111122223333", 
                    "TagKey": "module", 
                    "TagValues": [ 
                        "Orders", 
                        "Sales" 
                    ] 
                } 
            }, 
            "Permissions": [ 
                "ASSOCIATE" 
            ], 
            "PermissionsWithGrantOption": [] 
        } 
    ]
}

LF タグに対する許可を付与する (AWS CLI)

• 以下のようなコマンドを入力します。この例は、module キーを持つ LF タグに対する ASSOCIATE 許
可をユーザー datalake_user1 に付与します。これは、そのキーのすべての値 (アスタリスク (*) で
示されています) を表示して割り当てる許可を付与します。

aws lakeformation grant-permissions --principal 
 DataLakePrincipalIdentifier=arn:aws:iam::111122223333:user/
datalake_user1 --permissions "ASSOCIATE" --resource '{ "LFTag": 
 {"CatalogId":"111122223333","TagKey":"module","TagValues":["*"]}}'

ASSOCIATE 許可の付与は、DESCRIBE 許可を黙示的に付与します。

以下の例は、module キーを持つ LF タグに対する grant オプション付きの ASSOCIATE を、外部の 
AWS アカウントである 1234-5678-9012 に付与します。これは、sales と orders の値のみを表示
して割り当てる許可を付与します。

aws lakeformation grant-permissions --principal 
 DataLakePrincipalIdentifier=123456789012 --permissions "ASSOCIATE" 
 --permissions-with-grant-option "ASSOCIATE" --resource '{ "LFTag": 
 {"CatalogId":"111122223333","TagKey":"module","TagValues":["sales", "orders"]}}'
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LF タグに対する許可を取り消す (AWS CLI)

• 以下のようなコマンドを入力します。この例は、module キーを持つ LF タグに対する ASSOCIATE 許
可をユーザー datalake_user1 から取り消します。

aws lakeformation revoke-permissions --principal 
 DataLakePrincipalIdentifier=arn:aws:iam::111122223333:user/
datalake_user1 --permissions "ASSOCIATE" --resource '{ "LFTag": 
 {"CatalogId":"111122223333","TagKey":"module","TagValues":["*"]}}'
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AWS Lake Formation でのデータ共有
AWS Lake Formation データ共有機能を使用して、Amazon S3 以外の場所に保存されているデータ
や、AWS Glue Data Catalog 以外の場所に保存されているメタデータに対するアクセス許可を付与およ
び管理できます。データ共有機能を使用すると、データを Amazon S3 に移行することなく、Amazon 
Redshift のデータセットに対するアクセス許可を設定および管理できます。AWS Glue Data Catalog フェ
デレーション機能を使用して、外部メタストアに接続することもできます。

その後、Lake Formation を使用して、きめ細かなアクセス制御ポリシーを定義することにより、中央デー
タカタログのデータとアクセス許可を管理できます。データレイク管理者は、アカウント内の他の IAM プ
リンシパル、またはデータカタログリソースのクロスアカウントにアクセス許可を付与できます。IAM プ
リンシパルは、Amazon Redshift Spectrum と Amazon Athena を使用して共有データをクエリできます。

Lake Formation は、データを共有し、外部データセットと外部メタストアでのアクセス許可を管理するた
めに、次の方法を提供します。

• Lake Formation と Amazon Redshift データ共有の統合 – Lake Formation を使用すると、Amazon 
Redshift データ共有のデータベース、テーブル、列、および行レベルのアクセス許可を一元管理し、
データ共有内のオブジェクトへのユーザーアクセスを制限できます。

• 外部メタストアへの AWS Glue Data Catalog の接続 - AWS Glue Data Catalog を外部メタストアに接続
し、Lake Formation を使用して Amazon S3 のデータセットに対するアクセス許可を管理します。AWS 
Glue Data Catalog へのメタデータの移行は不要です。

• Lake Formation と AWS Data Exchange の統合 – Lake Formation は、AWS Data Exchange を通じて
データへのライセンスアクセスをサポートしています。Lake Formation データのライセンスに関心をお
持ちの場合は、AWS Data Exchange ユーザーガイドの「AWS Data Exchange とは」を参照してくださ
い。

トピック
• Amazon Redshift データ共有でのデータに対するアクセス許可の管理 (p. 255)
• 外部メタストアを使用するデータセットのアクセス許可の管理 (p. 261)

Amazon Redshift データ共有でのデータに対するア
クセス許可の管理

この機能はプレビューリリースであり、変更される可能性があります。詳細については、「AWS のサー
ビス条件」ドキュメントの「ベータ版とプレビュー」セクションを参照してください。

AWS Lake Formation では、Amazon Redshift のデータ共有のデータを安全に管理できます。Amazon 
Redshift は、AWS クラウド内でのフルマネージド型、ペタバイト規模のデータウェアハウスサービス
です。Amazon Redshift では、データ共有機能を使用して、AWS アカウント 間でデータを共有できま
す。Amazon Redshift データ共有の詳細については、「Amazon Redshift でのデータ共有の概要」を参照
してください。

Amazon Redshift では、プロデューサークラスター管理者がデータ共有を作成し、データレイク管理者と
共有します。データレイク管理者の作成方法についての詳しい手順は、「データレイク管理者を作成す
る (p. 10)」を参照してください。

ユーザー (データレイク管理者) がデータ共有を承諾したら、特定のデータ共有用の AWS Glue Data 
Catalog データベースを作成する必要があります。これは、Lake Formation のアクセス許可を使用してア
クセスを制御できるようにするためです。Lake Formation は、各データ共有を対応するデータカタログ
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データベースにマッピングします。これらはデータカタログにフェデレーションデータベースとして表示
されます。

データベースは、データカタログ外のエンティティを指す場合、フェデレーションデータベースと呼ばれ
ます。Amazon Redshift データ共有のテーブルとビューは、データカタログに個別のテーブルとして表示
されます。フェデレーションデータベースは、同じアカウントまたは Lake Formation の別のアカウント
内の、選択した IAM プリンシパルおよび SAML ユーザーと共有できます。行と列のフィルター式を含め
て、特定データへのアクセスを制限することもできます。詳細については、「データフィルタリングの概
要 (p. 269)」を参照してください。

Amazon Redshift データ共有にアクセスするには、以下の操作を実行する必要があります。

1. [Data Catalog settings] (データカタログの設定) を更新して、Lake Formation アクセス許可を有効にし
ます。

2. Amazon Redshift プロデューサークラスター管理者からのデータ共有の招待を承諾し、データ共有を 
Lake Formation に登録します。

このステップを完了すると、Lake Formation データカタログ内からデータ共有を管理できるようになり
ます。

3. フェデレーションデータベースを作成し、そのデータベースに対するアクセス許可を定義します。
4. データベースとテーブルにアクセスするための許可をユーザーに付与します。データベース全体または

テーブルのサブセットを、同じアカウントまたは別のアカウントの他のユーザーと共有できます。

トピック
• Amazon Redshift データ共有に対するアクセス許可設定の前提条件 (p. 256)
• Amazon Redshift データ共有に対するアクセス許可の設定 (p. 257)
• フェデレーションデータベースのクエリ (p. 259)
• Lake Formation での Amazon Redshift データ共有の使用に関する注意事項 (p. 260)

Amazon Redshift データ共有に対するアクセス許可設
定の前提条件
デフォルトのデータカタログ設定を更新します

データカタログリソースの Lake Formation アクセス許可を有効にするには、Lake Formation のデフォル
トの [Data Catalog settings] (データカタログの設定) を無効にすることをお勧めします。詳細については、
「デフォルトの許可モデルを変更する (p. 13)」を参照してください。

アクセス許可の更新

Lake Formation で Amazon Redshift データ共有を承諾するには、データレイク管理者 
(AWSLakeFormationDataAdmin) アクセス許可に加えて、以下のアクセス許可も必要です。

• glue:PassConnection on aws:redshift
• redshift:AssociateDataShareConsumer
• redshift:DescribeDataSharesForConsumer
• redshift:DescribeDataShares

データレイク管理者 IAM ユーザーには、以下のアクセス許可が暗黙的に付与されます。

• data_location_access
• create_database
• lakefomation:registerResource
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Amazon Redshift データ共有に対するアクセス許可の
設定
このトピックでは、データ共有への招待を承諾し、フェデレーションデータベースを作成し、アクセ
ス許可を付与するために必要なステップについて説明します。Lake Formation コンソールまたは AWS 
Command Line Interface (AWS CLI) を使用できます。このトピックの例では、同じアカウントのプロ
デューサークラスター、データカタログ、およびデータコンシューマーを示しています。

Lake Formation のクロスアカウント機能の詳細については、「Lake Formation でのクロスアカウントデー
タ共有 (p. 189)」を参照してください。

データ共有にアクセス許可を設定するには

1. データ共有への招待を確認して承諾します。

Console

1. Lake Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/) にデータレイク
管理者としてサインインします。[Data sharing] (データ共有) ページに移動します。

2. 追加されたデータ共有のリストを確認します。[Status] (ステータス) 列は、データ共有の現在
の参加ステータスを示します。[Pending] (保留中) ステータスは、ユーザーがデータ共有に追加
されたが、招待を承諾または拒否していないことを示します。

3. データ共有の招待に応答するには、データ共有名を選択し、[Review invitation] (招待を確認) を
選択します。[Accept or reject accept share] (共有の承諾または拒否) で、招待の詳細を確認し
ます。[Accept] (承諾) を選択して招待を承諾するか、[Reject] (拒否) を選択して招待を却下しま
す。招待を拒否すると、データ共有にアクセスできなくなります。

AWS CLI

以下の例では、招待を表示、承諾、登録する方法を示します。AWS アカウント ID を有効な 
AWS アカウント ID に置き換えます。data-share-arn を、データ共有を参照する実際の 
Amazon リソースネーム (ARN) に置き換えます。

1. 保留中の招待の表示

aws redshift describe-data-shares \ 
 --data-share-arn 'arn:aws:redshift:us-
east-1:111122223333:datashare:abcd1234-1234-ab12-cd34-1a2b3c4d5e6f/federatedds' \ 
   

2. データ共有の承諾

 aws redshift associate-data-share-consumer \ 
 --data-share-arn 'arn:aws:redshift:us-
east-1:111122223333:datashare:abcd1234-1234-ab12-cd34-1a2b3c4d5e6f/federatedds' \ 
 --consumer-arn arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:catalog

3. Lake Formation アカウントにデータ共有を登録します。RegisterResource API オペレーション
を使用して、データ共有を Lake Formation に登録します。DataShareArn は ResourceArn
の入力パラメータです。

aws lakeformation register-resource \ 
 --resource-arn arn:aws:redshift:us-east-1:111122223333:datashare:abcd1234-1234-
ab12-cd34-1a2b3c4d5e6f/federatedds' \

2. データベースを作成します。
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データ共有の招待を承諾したら、データ共有に関連付けられた Amazon Redshift データベースを指す
データベースを作成する必要があります。データベースを作成するには、データレイク管理者である
必要があります。

Console

1. [Invitations] (招待) ペインからデータ共有を選択し、[Set database details] (データベース詳細
の設定) を選択します。

2. [Set database details] (データベース詳細の設定) に、データ共有の固有の名前と ID を入力しま
す。この ID は、メタデータ階層 (dbName.schema.table) にデータ共有を内部的にマッピング
するために使用されます。

3. 共有データベースとテーブルに対するアクセス許可を他のユーザーに付与するには、[Next] (次
へ) を選択します。

AWS CLI

次のサンプルコードを使用して、Lake Formation と共有されている Amazon Redshift データベー
スを指すデータベースを AWS CLI で作成します。

aws glue create-database --cli-input-json \

'{ 
 "CatalogId": "111122223333", 
 "DatabaseInput": { 
  "Name": "tahoedb", 
  "FederatedDatabase": { 
       "Identifier": "arn:aws:redshift:us-
east-1:111122223333:datashare:abcd1234-1234-ab12-cd34-1a2b3c4d5e6f/federatedds", 
       "ConnectionName": "aws:redshift" 
   } 
 } 
 }'                

3. アクセス許可を付与します。

データベースを作成したら、アカウント内の他の IAM ユーザーやロール、または外部 AWS アカウン
ト や Organizations にアクセス許可を付与できます。Amazon Redshift データ共有にマッピングされ
たフェデレーションデータベースには、データ書き込みのアクセス許可 (挿入、削除) とメタデータの
アクセス許可 (変更、ドロップ、作成) を付与することはできません。許可の付与の詳細については、
「Lake Formation 許可の管理 (p. 160)」を参照してください。

Note

データレイク管理者は、フェデレーションデータベース内のテーブルのみを表示できます。
他のアクションを実行するには、管理者はそれらのテーブルに対してさらに多くのアクセス
許可を付与する必要があります。

Console

1. [Grant permissions] (アクセス許可の付与) 画面で、アクセス許可を付与するユーザーを選択し
ます。

2. [Grant] (付与) を選択します。

AWS CLI

以下の例を使用して、データベースとテーブルのアクセス許可を AWS CLI で付与します。
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aws lakeformation grant-permissions --input-cli-json file://input.json

{ 
                   "Principal": { 
                          "DataLakePrincipalIdentifier": 
 "arn:aws:iam::111122223333:user/non-admin" 
                   }, 
                  "Resource": { 
                         "Database": { 
                              "CatalogId": "111122223333", 
                              "Name": "tahoedb" 
                       } 
                  }, 
                 "Permissions": [ 
                        "DESCRIBE" 
                  ], 
                 "PermissionsWithGrantOption": [ 
                          
                   ] 
 } 
               

aws lakeformation grant-permissions --input-cli-json file://input.json

{ 
                   "Principal": { 
                          "DataLakePrincipalIdentifier": 
 "arn:aws:iam::111122223333:user/non-admin" 
                   }, 
                  "Resource": { 
                         "Table": { 
                              "CatalogId": "111122223333", 
                              "DatabaseName": "tahoedb", 
                              "Name": "public.customer" 
                       } 
                  }, 
                 "Permissions": [ 
                        "SELECT" 
                  ], 
                 "PermissionsWithGrantOption": [ 
                         "SELECT" 
                   ] 
 } 
                

フェデレーションデータベースのクエリ
アクセス許可の付与後、ユーザーは Amazon Redshift を使用してサインインし、フェデレーションデータ
ベースへのクエリを開始できます。これで、ユーザーはローカルデータベース名を使用して SQL クエリで 
Amazon Redshift データ共有を参照できるようになります。Amazon Redshift では、データ共有を介して
共有されるパブリックスキーマの顧客テーブルには、データカタログの public.customer として作成さ
れる、対応するテーブルが作成されます。

1. Amazon Redshift を使用してフェデレーションデータベースにクエリを実行する前に、クラスター管理
者は次のコマンドを使用してデータカタログデータベースからデータベースを作成します。

CREATE DATABASE sharedcustomerdb FROM ARN 'arn:aws:glue:<region>:111122223333:database/
tahoedb' WITH DATA CATALOG SCHEMA tahoedb
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2. クラスター管理者は、データベースでの使用に関するアクセス許可を付与します。

GRANT USAGE ON DATABASE sharedcustomerdb TO IAM:user;

3. これで、フェデレーションユーザーは SQL ツールにログインしてテーブルをクエリできます。

Select * from sharedcustomerdb.public.customer limit 10;

Lake Formation での Amazon Redshift データ共有の
使用に関する注意事項
Amazon Redshift データ共有から作成されたフェデレーションデータベースには、以下の注意事項と制限
事項が適用されます。

• マッピングされたデータベースの要件 – Amazon Redshift の各データ共有は、Lake Formation の新しい
データベースにマッピングする必要があります。これは、データ共有オブジェクト表現がデータカタロ
グデータベースでフラット化されるときに、一意のテーブル名を維持するために必要です。

• フェデレーションデータベースでの新規テーブル作成の制限 – フェデレーションデータベースでは新し
いテーブルを作成できません。

• フェデレーションデータベースのアクセス許可 – フェデレーションデータベースまたはフェデレーショ
ンデータベース内のテーブルに適用されたアクセス許可は、ソーステーブルまたはデータベースが削除
された場合でも保持されます。ソースデータベースまたはテーブルを再作成するとき、アクセス許可を
再付与する必要はありません。Lake Formation のアクセス許可を持つフェデレーションテーブルをソー
スで削除しても、Lake Formation のアクセス許可は引き続き表示され、必要に応じて取り消すことがで
きます。

ユーザーがフェデレーションデータベースを削除すると、対応するアクセス許可はすべて失われます。
同じデータベースを同じ名前で再作成しても、Lake Formation のアクセス許可は回復しません。ユー
ザーは新しいアクセス許可を再度設定する必要があります。

• フェデレーションデータベースの IAMAllowedPrincipal グループのアクセス許可 – DataLakeSettings
に基づいて、Lake Formation はすべてのデータベースとテーブルに対するアクセス
許可を IAMAllowedPrincipal という名前の仮想グループに設定する場合がありま
す。IAMAllowedPrincipal は、IAM プリンシパルポリシーと AWS Glue リソースポリシーを通じて 
Data Catalog リソースにアクセスできるすべての IAM プリンシパルを指します。これらのアクセス許可
がデータベースまたはテーブルに存在する場合、すべてのプリンシパルにデータベースまたはテーブル
へのアクセス許可が付与されます。

ただし、Lake Formation では、フェデレーションデータベース内のテーブルに対する
IAMAllowedPrincipal アクセス許可は許可されていません。フェデレーションデータベースを作成
するときは、必ず CreateTableDefaultPermissions パラメータを空のリストとして渡してくださ
い。

詳細については、「データレイクのデフォルトセキュリティ設定の変更 (p. 302)」を参照してくださ
い。

Amazon Redshift でのデータ共有の使用方法については、Amazon Redshift データベースデベロッパーガ
イドの「データ共有の制限」を参照してください。
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外部メタストアを使用するデータセットのアクセス
許可の管理

AWS Glue Data Catalog メタデータフェデレーション (データカタログフェデレーション) を使用する
と、Amazon S3 データのメタデータを保存する外部メタストアにデータカタログを接続し、AWS Lake 
Formation を使用してデータアクセス許可を安全に管理できます。メタデータを外部メタストアからデー
タカタログに移行する必要はありません。

データカタログは、一元化されたメタデータリポジトリを提供し、さまざまなシステムにわたるデータの
管理と発見を容易にします。組織がデータカタログのデータを管理する場合、AWS Lake Formation を使
用して Amazon S3 のデータセットへのアクセスをコントロールできます。

Note

現在、Apache Hive メタストアフェデレーションのみをサポートしています。

データカタログフェデレーションをセットアップするために、AWS Serverless Application Repository で
GlueDataCatalogFederation-HiveMetaStore という名前のAWS Serverless Application Model (AWS SAM) 
アプリケーションを提供しています。

リファレンス実装は、AWS Glue Data Catalog フェデレーション - Hive メタストアのオープンソースプロ
ジェクトとして GitHub で提供されています。

AWS SAM アプリケーションは、データカタログを Hive メタストアに接続するために必要な次のリソース
を作成してデプロイします。

• AWS Lambda 機能 – データカタログと Hive メタストア間で通信するフェデレーションサービスの実装
をホストします。AWS Glue は、この Lambda 関数を呼び出して Hive メタストアからメタデータオブ
ジェクトを取得します。

• Amazon API Gateway – すべての呼び出しを Lambda 関数にルーティングするプロキシとして機能する 
Hive メタストアの接続エンドポイント。

• IAM ロール – データカタログと Hive メタストア間の接続を作成するために必要なアクセス許可を持つ
ロール。

• AWS Glue 接続 – Amazon API Gateway エンドポイントとそれを呼び出すための IAM ロールを格納する 
Amazon API Gateway タイプの AWS Glue 接続。

テーブルをクエリすると、AWS Glue サービスは Hive メタストアにランタイム呼び出しを行い、メタデー
タを取得します。Lambda 関数は、Hive メタストアとデータカタログ間のトランスレータとして機能しま
す。

接続を確立した後、Hive メタストアのメタデータをデータカタログと同期するために、Hive メタストア接
続の詳細を使用してデータカタログにフェデレーションデータベースを作成し、このデータベースを Hive 
データベースにマッピングする必要があります。データベースは、データカタログ外のエンティティを指
す場合、フェデレーションデータベースと呼ばれます。

フェデレーションデータベースに Lake Formation のアクセス許可を適用し、複数の AWS アカウン
ト、AWS Organizations、および組織単位 (OU) で共有できます。外部 Hive テーブルの Lake Formation 
データフィルターを使用して、列レベル、行レベル、およびセルレベルできめ細かなアクセス許可を定義
できます。また、Amazon Athena、Amazon Redshift、または Amazon EMR を使用して Lake Formation 
が管理する外部 Hive テーブルをクエリできます。

クロスアカウントデータ共有およびデータフィルタリングの詳細については、以下を参照してください。

• Lake Formation でのクロスアカウントデータ共有 (p. 189)
• Lake Formation でのデータフィルタリングとセルレベルのセキュリティ (p. 269)
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データカタログメタデータフェデレーションの手順の概要

1. AWS SAM アプリケーションをデプロイし、フェデレーションデータベースを作成するための適切なア
クセス許可を持つ IAM ロールを作成します。

2. 外部 Hive メタストアを使用するデータセットの Enable Data Catalog federation オプションを
選択して、Amazon S3 のデータロケーションを Lake Formation に登録します。

3. AWS SAM アプリケーション設定 (AWS Glue 接続名、Hive メタストアへの URL、Lambda 関数パラ
メータ) を設定し、AWS SAM アプリケーションをデプロイします。

4. AWS SAM アプリケーションは、外部 Hive メタストアをデータカタログに接続するために必要なリ
ソースをデプロイします。

5. Hive データベースとテーブルに Lake Formation のアクセス許可を適用するには、Hive メタストア接続
の詳細を使用してデータカタログにデータベースを作成し、このデータベースを Hive データベースに
マッピングします。

6. フェデレーションデータベースのアクセス許可を、自分のアカウントまたは別のアカウントのプリンシ
パルに付与します。

Note

Lake Formation のアクセス許可を適用しなくても、データカタログを外部 Hive メスタストアに
接続したり、フェデレーションデータベースを作成したり、Hive データベースやテーブルでクエ
リや ETL スクリプトを実行したりできます。Lake Formation に登録されていない Amazon S3 の
ソースデータへのアクセスは、Amazon S3 および AWS Glue アクションの IAM アクセス許可ポ
リシーによって決定されます。

トピック
• ワークフロー (p. 262)
• データカタログを Hive メタストアに接続するための前提条件 (p. 263)
• データカタログを外部 Hive メタストアに接続する (p. 264)
• データカタログフェデレーションの使用に関する考慮事項と制約事項 (p. 267)

ワークフロー
次の図は、AWS Glue Data Catalog を外部 Hive メタストアに接続するワークフローを示しています。

1. プリンシパルは、Athena や Redshift Spectrum などの統合サービスを使用してクエリを送信します。
2. 統合サービスはメタデータを求めてデータカタログに呼び出しを行い、データカタログは Amazon API 

Gateway の背後で使用可能な Hive メタストアエンドポイントを呼び出し、メタデータリクエストへの
応答を受信します。
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3. 統合サービスが Lake Formation にリクエストを送信し、テーブル情報とテーブルにアクセスするため
の認証情報を検証します。

4. Lake Formation はリクエストを承認し、統合アプリケーションに一時的な認証情報を提供して、データ
アクセスを許可します。

5. 統合サービスが Lake Formation から受け取った一時的な認証情報を使用して Amazon S3 からデータを
読み取り、結果をプリンシパルと共有します。

データカタログを Hive メタストアに接続するための
前提条件
AWS Glue Data Catalog を外部 Apache Hive メタストアに接続してデータアクセス許可を設定するには、
次の要件を満たす必要があります。

Note

Lake Formation 管理者が AWS SAM アプリケーションをデプロイし、特権ユーザーのみが Hive 
メタストア接続を使用して対応するフェデレーションデータベースを作成することをお勧めしま
す。

1. IAM ロールを作成します。

AWS SAM アプリケーションをデプロイするには

• Hive メタストアへの接続を作成するために必要なリソース (Lambda 関数、Amazon API 
Gateway、IAM ロール、AWS Glue 接続) をデプロイするために必要なアクセス許可を持つロールを
作成します。

フェデレーションデータベースを作成するには

リソースには以下のアクセス許可が必要です。

• glue:CreateDatabase on resource arn:aws:glue:region:account-id:database/
gluedatabasename

• glue:PassConnection on resource arn:aws:glue:region:account-id:connection/
hms_connection

2. Amazon S3 ロケーションを Lake Formation に登録します。

Lake Formation を使用してデータレイク内のデータを管理および保護するには、Hive メタストアの
テーブルのデータを含む Amazon S3 ロケーションを Lake Formation に登録する必要があります。こ
れは、Lake Formation が Athena、Redshift Spectrum、Amazon EMR などの AWS 分析サービスに認
証情報を提供できるようにするためです。

Amazon S3 ロケーションの登録の詳細については「データレイクへの Amazon S3 ロケーションの追
加 (p. 109)」を参照してください。

Amazon S3 ロケーションを登録するときに、[データカタログフェデレーションを有効にする] チェッ
クボックスをオンにすると、Lake Formation がフェデレーションデータベースのテーブルにアクセス
するロールを引き継ぐことができます。
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データロケーションに Lake Formation を登録する方法の詳細については、「データレイク用の 
Amazon S3 ロケーションを設定する (p. 15)」を参照してください。

データカタログを外部 Hive メタストアに接続する
AWS Glue Data Catalog を Hive メタストアに接続するには、GlueDataCatalogFederation-HiveMetastore
という AWS SAM アプリケーションをデプロイする必要があります。外部 Hive メタストアをデータカタ
ログに接続するために必要なリソースを作成します。AWS SAM アプリケーションには、AWS Serverless 
Application Repository からアクセスできます。

AWS SAM アプリケーションは、Lambda 関数を使用して Amazon API Gateway の背後にある Hive メタ
ストアへの接続を作成します。AWS SAM アプリケーションは、ユーザーからの入力としてユニフォーム
リソース識別子 (URI) を使用し、外部 Hive メタストアをデータカタログに接続します。ユーザーが Hive 
テーブルでクエリを実行するたびに、データカタログは API Gateway エンドポイントを呼び出します。エ
ンドポイントは Lambda 関数を呼び出して、Hive テーブルのメタデータを取得します。

264

https://console.aws.amazon.com/lambda/home#/create/app?applicationId=arn:aws:serverlessrepo:us-east-1:766175011753:applications/GlueDataCatalogFederation-HiveMetastore


AWS Lake Formation デベロッパーガイド
データカタログを外部 Hive メタストアに接続する

データカタログを Hive メタストアに接続してアクセス許可を設定するには

1. AWS SAM アプリケーションをデプロイします。

1. AWS Management Console にサインインして (AWS Serverless Application Repository) を開きま
す。

2. ナビゲーションペインで、[Available applications] (利用可能なアプリケーション) を選択します。
3. [パブリックアプリケーション] を選択します。
4. [Show apps that create custom roles or resource policies] (カスタム IAM ロールまたはリソースポリ

シーを作成するアプリを表示する) オプションを選択します。
5. 検索ボックスに、[GlueDataCatalogFederation-HiveMetastore] という名前を入力します。
6. [GlueDataCatalogFederation-HiveMetastore] アプリケーションを選択します。
7. [アプリケーション設定] で、Lambda 関数に最低限必要な次の設定を入力します。

• [アプリケーション名] - AWS SAM アプリケーションの名前。
• [GlueConnectionName] - 接続の名前。
• [HiveMetastoreURIs] - Hive メタストアホストの URI。
• [LambdaMemory] - Lambda メモリ量 (MB 単位)。128～10240。デフォルトは 1024 です。
• [LambdaTimeout] - Lambda 呼び出しの最大ランタイム (秒単位)。デフォルトは 30 です。
• [VPCSecurityGroupIds] と [VPCSubnetIds] - Hive メタストアが存在する VPC の情報。

8. [I acknowledge that this app creates custom IAM roles and resource policies] (このアプリがカス
タム IAM ロールとリソースポリシーを作成することを承認します) を選択します。詳細について
は、[Info] (情報) リンクを選択してください。

9. [Application settings] (アプリケーションの設定) セクションの右下で [Deploy] (デプロイ) を選択し
ます。デプロイが完了すると、Lambda 関数が Lambda コンソールの [リソース] セクションに表示
されます。

アプリケーションは Lambda にデプロイされ、その名前の先頭には、アプリケーションが AWS 
Serverless Application Repository からデプロイされたことを示す [serverlessrepo-] が付けられます。
アプリケーションを選択すると、デプロイされたアプリケーションの各リソースが一覧表示される [リ
ソース] ページに移動します。リソースには、データカタログと Hive メタストア間の通信を可能にす
る Lambda 関数、AWS Glue 接続、およびデータベースフェデレーションに必要なその他のリソース
が含まれます。

2. データカタログでフェデレーションデータベースを作成する

Hive メタストアへの接続を作成したら、外部 Hive メタストアデータベースを参照するフェデレー
ションデータベースをデータカタログに作成できます。接続先の Hive メタストアデータベースごと
に、データカタログに対応するデータベースを作成する必要があります。

Lake Formation console

1. [データ共有] ページで、[共有データベース] タブを選択し、[データベースの作成] を選択しま
す。

2. [接続名] で、ドロップダウンメニューから Hive メタストア接続の名前を選択します。
3. 一意のデータベース名とデータベースのフェデレーションソース識別子を入力します。これ

は、テーブルをクエリするときに SQL ステートメントで使用する名前です。名前は最大 255 
文字で、アカウント内で一意である必要があります。

4. [データベースの作成] を選択します。

AWS CLI

aws glue create-database \
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 "CatalogId": "111122223333", 
  "database-input": { 
    "Name":"fed_glue_db", 
    "FederatedDatabase":{ 
        "Identifier":"hive_db_on_emr", 
        "ConnectionName":"hms_connection" 
     } 
   } 
 }'                    
  

3. フェデレーションデータベース内のテーブルを表示します。

フェデレーションデータベースを作成したら、Lake Formation コンソールまたは AWS CLI を使用し
て Hive メタストア内のテーブルのリストを表示できます。

Console

1. [共有データベース] タブからデータベース名を選択します。
2. [データベース] ページで、[テーブルの表示] を選択します。

AWS CLI

次の例は、接続定義、データベース名、データベース内の一部またはすべてのテーブルを取得す
る方法を示しています。データカタログの ID を、データベースを作成した有効な AWS アカウン
ト ID に置き換えます。hms_connection を接続名に置き換えます。

aws glue get-connection \
--name <hms_connection>  \        
--catalog-id 111122223333 \   

aws glue get-database \
--name <fed_glu_db> \              
--catalog-id 111122223333

aws glue get-tables \
--database-name <fed_glue_db> \
--catalog-id 111122223333

aws glue get-table \
--database-name <fed_glue_db> \
--name <hive_table_name> \
--catalog-id 111122223333

4. アクセス許可を付与します。

データベースを作成したら、アカウント内の他の IAM ユーザーやロール、または外部 AWS アカウン
ト や AWS Organizations にアクセス許可を付与できます。フェデレーションデータベースには、デー
タ書き込みのアクセス許可 (挿入、削除) とメタデータのアクセス許可 (変更、ドロップ、作成) を付与
することはできません。許可の付与の詳細については、「Lake Formation 許可の管理 (p. 160)」を参
照してください。

5. フェデレーションデータベースのクエリ

アクセス許可の付与後、ユーザーは Athena および Amazon Redshift を使用してサインインし、フェ
デレーションデータベースへのクエリを開始できます。これで、ユーザーはローカルデータベース名
を使用して SQL クエリで Hive データベースを参照できるようになります。
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Athena クエリ構文の例

fed_glue_db は、前の手順で作成したローカルデータベース名に置き換えます。

Select * from fed_glue_db.customers limit 10;

データカタログフェデレーションの使用に関する考慮
事項と制約事項
Hive データベースから作成されたフェデレーションデータベースには、以下の考慮事項と制限事項が適用
されます。

考慮事項

• AWS SAM アプリケーションサポート – AWS SAM がデプロイするアプリケーションリソース (Amazon 
API Gateway および Lambda 関数) の可用性についてはユーザーの責任となります。ユーザーがクエリ
を実行するときに、AWS Glue Data Catalog と Hive メタストア間の接続が機能していることを確認しま
す。

• マッピングされたデータベースの要件 – Hive の各データベースは、Lake Formation の新しいデータベー
スにマッピングする必要があります。

• データベースレベルのフェデレーションサポート – Hive メタストアにはデータベースレベルでのみ接続
できます。

• フェデレーションデータベースのアクセス許可 – フェデレーションデータベースまたはフェデレーショ
ンデータベース内のテーブルに適用されたアクセス許可は、ソーステーブルまたはデータベースが削除
された場合でも保持されます。ソースデータベースまたはテーブルを再作成するとき、アクセス許可を
再付与する必要はありません。Lake Formation のアクセス許可を持つフェデレーションテーブルをソー
スで削除しても、Lake Formation のアクセス許可は引き続き表示され、必要に応じて取り消すことがで
きます。

ユーザーがフェデレーションデータベースを削除すると、対応するアクセス許可はすべて失われます。
同じデータベースを同じ名前で再作成しても、Lake Formation のアクセス許可は回復しません。ユー
ザーは新しいアクセス許可を再度設定する必要があります。

• フェデレーションデータベースの IAMAllowedPrincipal グループのアクセス許可 – DataLakeSettings
に基づいて、Lake Formation はすべてのデータベースとテーブルに対するアクセス
許可を IAMAllowedPrincipal という名前の仮想グループに設定する場合がありま
す。IAMAllowedPrincipal は、IAM プリンシパルポリシーと AWS Glue リソースポリシーを通じて
データカタログリソースにアクセスできるすべての IAM プリンシパルを指します。これらのアクセス許
可がデータベースまたはテーブルに存在する場合、すべてのプリンシパルにデータベースまたはテーブ
ルへのアクセス許可が付与されます。

ただし、Lake Formation では、フェデレーションデータベース内のテーブルに対する
IAMAllowedPrincipal アクセス許可は付与されません。フェデレーションデータベースを作成する
ときは、必ず CreateTableDefaultPermissions パラメータを空のリストとして渡してください。

詳細については、「データレイクのデフォルトセキュリティ設定の変更 (p. 302)」を参照してくださ
い。

• クエリでのテーブルの結合 – Hive メタストアテーブルをデータカタログのネイティブテーブルと結合し
てクエリを実行できます。

制限事項

• AWS Glue Data Catalog と Hive メタストア間のメタデータの同期の制限 – Hive メタストア接続を確立
したら、Hive メタストア内のメタデータを AWS Glue Data Catalog と同期するフェデレーションデータ
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ベースを作成する必要があります。フェデレーションデータベースのテーブルは、ランタイム時にユー
ザーがクエリを実行すると同期されます。

• フェデレーションデータベースでの新規テーブル作成の制限 – フェデレーションデータベースでは新し
いテーブルを作成できません。

• データのアクセス許可の制限 – Hive メタストアテーブルビューのアクセス許可のサポートはありませ
ん。
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Lake Formation でのデータフィルタ
リングとセルレベルのセキュリティ

Data Catalog テーブルに対する Lake Formation 許可を付与するときは、クエリ結果、および Lake 
Formation と統合されたエンジン内の特定のデータへのアクセスを制限するためのデータフィルタリング
仕様を含めることができます。Lake Formation は、列レベルのセキュリティ、行レベルのセキュリティ、
およびセルレベルのセキュリティを実現するために、データフィルタリングを使用します。

トピック
• データフィルタリングの概要 (p. 269)
• Lake Formation でのデータフィルター (p. 270)
• 行フィルター式での PartiQL のサポート (p. 272)
• 列レベルのフィルタリングに関する注意点と制限 (p. 274)
• 行レベルおよびセルレベルのフィルタリングに関する注意点と制限 (p. 274)
• セルレベルのフィルタリングを使用したテーブルのクエリに必要な許可 (p. 275)
• データフィルターの管理 (p. 276)

データフィルタリングの概要
Lake Formation のデータフィルタリング機能により、以下のレベルのデータセキュリティを実装すること
ができます。

列レベルのセキュリティ

Data Catalog テーブルに対する列レベルのセキュリティ (列フィルタリング) を伴う許可の付与は、ユー
ザーがそのテーブル内でアクセス権を持っている特定の列のみを表示できるようにします。大規模な多
地域通信会社向けの複数のアプリケーションで使用される persons テーブルについて考えてみましょ
う。Data Catalog テーブルに対する列フィルタリングを伴う許可の付与は、人事部門に属さないユーザー
による社会保障番号や生年月日などの個人を特定できる情報 (PII) の表示を制限することができます。

行レベルのセキュリティ

Data Catalog テーブルに対する行レベルのセキュリティ (行フィルタリング) を伴う許可の付与は、ユー
ザーがそのテーブル内でアクセス権を持っている特定のデータの行のみを表示できるようにします。フィ
ルタリングは、1 つ、または複数の列の値に基づいて行われます。例えば、この通信会社の異なる地域支
社にそれぞれ独自の人事部門がある場合、人事部門の従業員が表示できる個人情報記録を、その地域の従
業員の記録のみに制限することができます。

セルレベルのセキュリティ

セルレベルのセキュリティは、柔軟性に優れた許可モデルのために、行フィルタリングと列フィルタリン
グを組み合わせます。テーブルの行と列をグリッドとして考えると、セルレベルのセキュリティを使用す
ることによって、行と列の二次元上にあれば、どこでもグリッドの個々の要素 (セル) へのアクセスを制限
することができます。つまり、行に応じて異なる列へのアクセスを制限することができます。これは、制
限された列に色が付けられた以下の図に表されています。
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個人情報テーブルの例を引き続き使用すると、国の列が「英国」に設定されている行の住所列へのアク
セスを制限するが、国の列が「米国」に設定されている行の住所列へのアクセスは許可するというデータ
フィルターをセルレベルで作成することができます。

フィルターは読み取り操作のみに適用されます。このため、付与できるのはフィルターを伴う SELECT
Lake Formation 許可のみになります。

Lake Formation でのデータフィルター
データフィルターを作成することで、列レベル、行レベル、およびセルレベルのセキュリティを実装する
ことができます。データフィルターは、テーブルに対する SELECT Lake Formation 許可を付与する時に選
択します。

各データフィルターは、Data Catalog 内の特定のテーブルに属します。データフィルターには、以下の情
報が含まれています。

• フィルター名
• フィルターが関連付けられたテーブルのカタログ ID
• テーブル名
• テーブルが含まれるデータベースの名前
• 列指定 – クエリ結果に含める、または結果から除外する列のリスト。
• 行フィルター式 – クエリ結果に含める行を指定する式。制限はいくつかありますが、この式には 

PartiQL 言語の WHERE 句の構文があります。すべての行を指定する場合は、コンソールで true を入力
するか、API コールで AllRowsWildcard を使用します。

行フィルター式で何がサポートされるかに関する詳細については、「行フィルター式での PartiQL のサ
ポート (p. 272)」を参照してください。

得られるフィルターのレベルは、データフィルターの設定方法に応じて異なります。

• 「全列」ワイルドカードを指定して、行フィルター式を提供する場合は、行レベルのセキュリティ (行
フィルタリング) のみを確立することになります。

• 特定の列を包含または除外し、全行ワイルドカードを使用して「全行」を指定する場合は、列レベルの
セキュリティ (列フィルタリング) のみを確立することになります。

• 特定の列を包含または除外するとともに、行フィルタリング式も指定するという場合は、セルレベルの
セキュリティ (セルフィルタリング) を確立することになります。

Lake Formation コンソールからの以下のスクリーンショットは、セルレベルのフィルタリング
を実行するデータフィルターを示しています。これは、orders テーブルに対するクエリについ
て、customer_name 列へのアクセスを制限し、クエリ結果は product_type 列に 'pharma' が含まれる
行のみを返します。
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文字列リテラルを囲むための一重引用符の使用 ('pharma') に注意してください。

このデータフィルターを作成するには、Lake Formation コンソールを使用する
か、CreateDataCellsFilter API 操作に以下のリクエストオブジェクトを提供することができます。

{ 
     "Name": "restrict-pharma", 
     "DatabaseName": "sales", 
     "TableName": "orders", 
     "TableCatalogId": "111122223333",       
     "RowFilter": {"FilterExpression": "product_type='pharma'"}, 
     "ColumnWildcard": { 
         "ExcludedColumnNames": ["customer_name"] 
     }
}

テーブルには、必要な数だけデータフィルターを作成できます。これには、テーブルに対する grant オ
プション付きの SELECT 許可が必要です。データレイク管理者はデフォルトで、そのアカウント内の
すべてのテーブルに対してデータフィルターを作成する許可を持っています。通常、テーブルに対す
る許可をプリンシパルに付与するときは、使用可能なデータフィルターのサブセットのみを使用しま
す。例えば、orders テーブルのために、行セキュリティのみのデータフィルターである 2 番目のデー
タフィルターを作成することができます。上記のスクリーンショットを参考にすると、[Access to all 
columns] (すべての列にアクセス) オプションを選択して、product_type<>pharma という行フィルター
式を含めることができます。このデータフィルターの名前は no-pharma にすることができます。これ
は、product_type 列が 'pharma' に設定されているすべての行に対するアクセスを制限します。

以下は、このデータフィルターの CreateDataCellsFilter API 操作のリクエストオブジェクトです。

{ 
     "Name": "no-pharma", 
     "DatabaseName": "sales", 
     "TableName": "orders", 
     "TableCatalogId": "111122223333",       
     "RowFilter": {"FilterExpression": "product_type<>'pharma'"}, 
     "ColumnNames": ["customer_id", "customer_name", "order_num" 
          "product_id", "purchase_date", "product_type",  
          "product_manufacturer", "quantity", "price"]
}

その後、orders テーブルに対する restrict-pharma データフィルターを伴う SELECT を管理者ユー
ザーに、orders テーブルに対する no-pharma データフィルターを伴う SELECT を非管理者ユーザーに
付与することができます。ヘルスケア部門のユーザーの場合は、orders テーブルに対するすべての行と
列への完全なアクセス権を伴う (データフィルターなし) SELECT を付与するか、料金設定情報へのアクセ
スを制限する別のデータフィルターを使用するものを付与こともできます。

以下も参照してください。

• データフィルターの管理 (p. 276)

行フィルター式での PartiQL のサポート
PartiQL データ型、演算子、および集計のサブセットを使用して、行フィルター式を構築することができ
ます。Lake Formation では、フィルター式にユーザー定義または標準の PartiQL 関数は使用できません。
比較演算子を使用して、列を定数 (例えば views >= 10000) と比較することはできますが、列を他の列
と比較することはできません。

行フィルター式は、単純式または複合式にすることができます。式の合計長は 2048 文字未満にする必要
があります。
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単純式

単純式は、次の形式になります:  <column name > <comparison operator ><value >

• Column name (列名)

これは、テーブルスキーマに存在するトップレベルのデータ列またはパーティション列のいずれかで、
以下にリストされているサポートされているデータ型 (p. 273)に属する必要があります。

• Comparison operator (比較演算子)

サポートされる演算子は、=, >, <, >=, <=, <>,!=, BETWEEN, IN, LIKE です。すべての文字
列比較と LIKE パターン一致で大文字と小文字が区別されます。

• Column value (列値)

列値は、列名のデータ型に一致する必要があります。

複合式

複合式は、次の形式になります: ( <simple expression >) <AND/OR >(<simple expression >)
複合式は、論理演算子 AND/OR を使用してさらに組み合わせることができます。

サポートされているデータ型
サポートされていないデータ型が含まれる AWS Glue Data Catalog テーブルを参照する行フィルターは、
エラーを生じます。以下は、テーブル列と定数にサポートされているデータ型で、Amazon Redshift デー
タ型にマップされています。

• STRING, CHAR, VARCHAR
• INT, LONG, BIGINT, FLOAT, DECIMAL, DOUBLE
• BOOLEAN

Amazon Redshift のデータ型の詳細については、「Amazon Redshift データベースデベロッパーガイド」
の「データ型」を参照してください。

行フィルター式
Example

以下は、次の列を持つテーブルに対する有効な行フィルター式の例です:  country (String), id 
(Long), year (partition column of type Integer), month (partition column of 
type Integer)

• year > 2010 and country != 'US'
• (year > 2010 and country = 'US') or (month < 8 and id > 23)
• (country between 'Z' and 'U') and (year = 2018)
• (country like '%ited%') and (year > 2000)

文字列定数は一重引用符で囲む必要があります。

予約キーワード
行フィルター式に PartiQL キーワードが含まれている場合、列名がキーワードと競合する可能性があるこ
とから構文解析エラーが発生します。このエラーが発生した場合は、二重引用符を使用して列名をエス
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ケープしてください。予約キーワードの例には、「first」、「last」、「asc」、「missing」などがありま
す。予約キーワードのリストについては、PartiQL の仕様を参照してください。

PartiQL リファレンス
PartiQL の詳細については、https://partiql.org/ を参照してください。

列レベルのフィルタリングに関する注意点と制限
列フィルタリングを指定する方法は 3 つあります。

• 前述したデータフィルターの使用。
• シンプルな列フィルタリングの使用。
• タグの使用。

シンプルな列フィルタリングは、包含または除外する列のリストを指定するだけです。Lake Formation コ
ンソール、API、AWS CLI のすべてがシンプルな列フィルタリングをサポートします。例については、
「Grant with Simple Column Filtering (p. 181)」を参照してください。

以下の注意点と制限が列フィルタリングに適用されます。

• AWS Glue ETL ジョブは、データフィルター (セルレベルのセキュリティ) を使用することによる列フィ
ルタリングのみをサポートします。ジョブが参照するテーブルのいずれかにシンプルな列フィルタリ
ングが適用されていると、ジョブは失敗します。列フィルタリングのみが必要な場合は、コンソール
でデータフィルターを使用してテーブルへのアクセス権を付与し、行フィルター式に true を入力する
か、API コールで AllRowsWildcard を使用します。

• grant オプションと列フィルタリングを伴う SELECT を付与するには、除外リストではなく、包含リス
トを使用する必要があります grant オプションを使用しない場合は、包含リストまたは除外リストのど
ちらでも使用することができます。

• テーブルに対する SELECT を列フィルタリングと共に付与するには、テーブルに対する grant オプショ
ン付きの SELECT を、行制限なしで付与されている必要があります。すべての行にアクセスできる必要
があります。

• grant オプションと列フィルタリングを伴う SELECT をアカウント内のプリンシパルに付与する場合、
そのプリンシパルは、別のプリンシパルへの付与時に、同じ列、または付与列のサブセットに対する列
フィルタリングを指定する必要があります。grant オプションと列フィルタリングを伴う SELECT を外
部アカウントに付与する場合、外部アカウントのデータレイク管理者は、そのアカウント内の別のプリ
ンシパルに、すべての列に対する SELECT を付与することができます。ただし、すべての列に対する
SELECT があるとしても、そのプリンシパルに表示されるのは外部アカウントに付与された列のみにな
ります。

• パーティションキーに列フィルタリングを適用することはできません。
• テーブル内の列のサブセットに対する SELECT 許可を持つプリンシパルに、そのテーブルに対す

る ALTER、DROP、DELETE または INSERT 許可を付与することはできません。テーブルに対する
ALTER、DROP、DELETE または INSERT 許可を持つプリンシパルについては、列フィルタリングを伴う
SELECT 許可を付与しても、効果はありません。

行レベルおよびセルレベルのフィルタリングに関す
る注意点と制限

行レベルおよびセルレベルのフィルタリングに関しては、以下の注意点と制限に留意してください。
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• Athena エンジンバージョン 3 または Amazon Redshift Spectrum を使用すると、すべてのリージョンで
セルレベルのセキュリティを利用できます。他のサービスでは、セルレベルのセキュリティは、サポー
トされている リージョン (p. 347) に記載されているリージョンでのみ利用できます。

• SELECT INTO ステートメントはサポートされません。
• struct、array および map のデータ型は、行フィルター式でサポートされません。
• テーブルに定義できるデータフィルターの数に制限はありませんが、テーブルには、単一のプリンシパ

ルに対してデータフィルター SELECT 許可 100 個の制限があります。
• 行フィルター式があるデータフィルターを適用するには、すべてのテーブル列に対する grant オプショ

ン付きの SELECT を持っている必要があります。付与が外部アカウントに行われた場合、この制限は外
部アカウントの管理者には適用されません。

• プリンシパルがグループのメンバーであり、プリンシパルとグループの両方に行のサブセットに対する
許可が付与されている場合、プリンシパルの有効な行の許可は、プリンシパルの許可とグループの許可
を合わせたものになります。

• 行レベルおよびセルレベルのフィルタリングでは、テーブルの以下の列名が制限されています。
• ctid
• oid
• xmin
• cmin
• xmax
• cmax
• tableoid
• insertxid
• deletexid
• importoid
• redcatuniqueid

• 述語を持つ他のフィルター式と同時に全行フィルター式をテーブルに適用する場合は、全行フィルター
式が他のすべてのフィルター式に優先します。

• 行のサブセットに対する許可が外部 AWS アカウントに付与され、外部アカウントのデータレイク管理
者がそのアカウント内のプリンシパルにこれらの許可を付与する場合、プリンシパルの有効なフィル
ター述語は、アカウントの述語とプリンシパルに直接付与された述語の共通部分になります。

例えば、アカウントに述語 dept='hr' を持つ行の許可があり、プリンシパルに country='us' の許
可を別途付与された場合、プリシパルは dept='hr' と country='us' の行にのみアクセスすること
ができます。

セルレベルのフィルタリングの詳細については、「Lake Formation でのデータフィルタリングとセルレベ
ルのセキュリティ (p. 269)」を参照してください。

セルレベルのフィルタリングを使用したテーブルの
クエリに必要な許可

セルレベルのフィルタリングを使用したテーブルのクエリを実行するには、以下の AWS Identity and 
Access Management (IAM) の許可が必要です。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
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            "Action": [ 
                "lakeformation:StartQueryPlanning", 
                "lakeformation:GetQueryState", 
                "lakeformation:GetWorkUnits", 
                "lakeformation:GetWorkUnitResults" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Lake Formation の許可の詳細については、「Lake Formation のペルソナと IAM 許可のリファレン
ス (p. 327)」を参照してください。

データフィルターの管理
列レベル、行レベル、およびセルレベルのセキュリティを実装するには、データフィルターを作成して維
持することができます。各データフィルターは、Data Catalog テーブルに属します。テーブル用に複数の
データフィルターを作成してから、そのテーブルに対する許可を付与するときに 1 つ、または複数のデー
タフィルターを使用できます。

データフィルターを作成または表示するには、grant オプション付きの SELECT 許可が必要です。他のプ
リンシパルや他の AWS アカウントがデータフィルターを表示して使用できるようにするには、そのデー
タフィルターに対する DESCRIBE 許可を付与できます。

データフィルターは、AWS Lake Formation コンソール、API、または AWS Command Line Interface 
(AWS CLI) 使用して管理できます。

データフィルターについては、「Lake Formation でのデータフィルター (p. 270)」を参照してくださ
い。

データフィルターの作成
Data Catalog テーブルごとに、1 つ、または複数のデータフィルターを作成できます。

Data Catalog テーブルのデータフィルターを作成する (コンソール)

1. Lake Formation コンソール (https://console.aws.amazon.com/lakeformation/) を開きます。

データレイク管理者、ターゲットテーブル所有者、またはターゲットテーブルに対する Lake 
Formation 許可を持つプリンシパルとしてサインインします。

2. ナビゲーションペインの [Data catalog] で [Data filters] (データフィルター) を選択します。
3. [Data filters] (データフィルター) ページで、[Create new filter] (新しいフィルターを作成) を選択しま

す。
4. [Create data filter] (データフィルターの作成) ダイアログボックスで、以下の情報を入力します。

• [Data filter name] (データフィルター名)
• [Target database] (ターゲットデータベース) – テーブルが含まれるデータベースを指定します。
• [Target table] (ターゲットテーブル)
• [Column-level access] (列レベルのアクセス) – 行フィルターのみを指定する場合は、[Access to all 

columns] (すべての列にアクセス) のままにしておきます。列またはセルフィルタリングを指定する
場合は、[Include columns] (列を含める) または[Exclude columns] (列を除外する) を選択してから、
含める列、または除外する列を指定します。

• [Row filter expression] (行フィルター式) – 行またはセルフィルタリングを指定するフィルター式を
入力します。サポートされるデータ型と演算子については、「行フィルター式での PartiQL のサ
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ポート (p. 272)」を参照してください。行フィルター式を使用しない場合は、フィールドに true
を入力します。

次のスクリーンショットは、セルフィルタリングを実装するデータフィルターを示してい
ます。orders テーブルに対するクエリでは、customer_name 列へのアクセスが拒否さ
れ、product_type 列に 'pharma' がある行のみが表示されます。
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5. [Create filter] (フィルターを作成) を選択します。

データフィルターの許可の付与
プリンシパルには、データフィルターに対する SELECT、DESCRIBE、および DROP Lake Formation 許可
を付与することができます。

当初、テーブル用に作成したデータフィルターを表示できるのは、作成したユーザーだけです。別のプリ
ンシパルがデータフィルターを表示して、そのデータフィルターを伴う Data Catalog 許可を付与できるよ
うにするには、以下のいずれかを実行する必要があります。

• テーブルに対する grant オプション付きの SELECT をプリンシパルに付与し、その付与にデータフィル
ターを適用する。

• データフィルターに対する DESCRIBE または DROP 許可をプリンシパルに付与する。

SELECT 許可は外部 AWS アカウントに付与することができます。付与後、そのアカウントのデータレイ
ク管理者は、アカウント内の他のプリンシパルにその許可を付与できるようになります。外部アカウント
に付与するときは、外部アカウントの管理者がそのアカウント内の他のユーザーに許可をさらにカスケー
ドできるように、grant オプションを含める必要があります。アカウント内のプリンシパルに付与するとき
の grant オプションを伴う付与はオプションです。

データフィルターに対する許可は、AWS Lake Formation コンソール、API、または AWS Command Line 
Interface (AWS CLI) を使用して付与または取り消すことができます。

Console

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

2. ナビゲーションペインの [Permissions] (許可) で [Data lake permissions] (データレイクの許可) を
選択します。

3. [Permissions] (許可) ページの [Data permissions] (データの許可) セクションで、[Grant] (付与) を
選択します。

4. [Grant data permissions] (データ許可の付与) ページで、許可を付与するプリンシパルを選択しま
す。

5. [LF-Tags or catalog resources] (LF タグまたはカタログリソース) セクションで、[Named data 
catalog resources] (名前付きの Data Catalog リソース) を選択します。次に、許可を付与する
データベース、テーブル、およびデータフィルターを選択します。
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6. [Data filter permissions] (データフィルターの許可) セクションで、選択したプリンシパルに付与
する許可を選択します。

AWS CLI

• grant-permissions のコマンドを入力します。resource 引数に DataCellsFilter を
指定し、Permissions 引数、およびオプションで PermissionsWithGrantOption 引数
に、DESCRIBE または DROP を指定します。

以下の例は、データフィルター restrict-pharma (AWS アカウント 1111-2222-3333 内の
sales データベースにある orders テーブルの属するもの) に対する grant オプション付きの
DESCRIBE をユーザー datalake_user1 に付与します。
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aws lakeformation grant-permissions --cli-input-json file://grant-params.json

以下は、ファイル grant-params.json の内容です。

{ 
    "Principal": {"DataLakePrincipalIdentifier": "arn:aws:iam::111122223333:user/
datalake_user1"}, 
    "Resource": { 
        "DataCellsFilter": { 
            "TableCatalogId": "111122223333", 
            "DatabaseName": "sales", 
            "TableName": "orders", 
            "Name": "restrict-pharma" 
        } 
    }, 
    "Permissions": ["DESCRIBE"], 
    "PermissionsWithGrantOption": ["DESCRIBE"]
}

データフィルターが提供するデータの許可の付与
データフィルターは、テーブル内のデータのサブセットを表します。プリンシパルにデータアクセスを提
供するには、これらのプリンシパルに SELECT 許可を付与する必要があります。この許可により、プリン
シパルは以下を実行できます。

• プリンシパルのアカウントと共有されているテーブルのリストで実際のテーブル名を表示する。
• 共有テーブルでデータフィルターを作成し、これらのデータフィルターに対する許可をユーザーに付与

します。

Console

SELECT 許可を付与する

1. Lake Formation コンソールで [Permissions] (許可) ページに移動し、[Grant] (付与) を選択しま
す。

2. アクセス権を付与する先のプリンシパルを選択し、[Named data catalog resources] (名前付きの 
Data Catalog リソース) を選択します。
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3. フィルターが表すデータへのアクセス権を提供するには、[Data filter permissions] (データフィル
ターの許可) で [Select] (選択) を選択します。

CLI

grant-permissions のコマンドを入力します。Resource 引数に DataCellsFilter を指定
し、Permissions 引数に SELECT を指定します。
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以下の例は、データフィルター SELECT (AWS アカウント 1111-2222-3333 内の
datalake_user1 データベースにある restrict-pharma テーブルの属するもの) に対する grant 
オプション付きの orders をユーザー sales に付与します。

aws lakeformation grant-permissions --cli-input-json file://grant-params.json 

以下は、ファイル grant-params.json の内容です。

{ 
    "Principal": { 
        "DataLakePrincipalIdentifier": "arn:aws:iam::111122223333:user/datalake_user1" 
    }, 
    "Resource": { 
        "DataCellsFilter": { 
            "TableCatalogId": "111122223333",  
            "DatabaseName": "sales",  
            "TableName": "orders",  
            "Name": "restrict-pharma" 
        } 
    }, 
    "Permissions": ["SELECT"]
} 

データフィルターの表示
データフィルターは、Lake Formation コンソール、AWS CLI、または Lake Formation API を使用して表
示することができます。

データフィルターを表示するには、Data Lake 管理者であるか、データフィルターに対する必要な許可を
持っている必要があります。

Console

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

2. ナビゲーションペインの [Data catalog] で [Data filters] (データフィルター) を選択します。

このページには、アクセスできるデータフィルターが表示されます。

3. データフィルターの詳細を表示するには、データフィルターを選択してから [View] (表示) を選択
します。データフィルターの詳細情報が記載された新しいウィンドウが開きます。
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AWS CLI

list-data-cells-filter コマンドを入力して、テーブルリソースを指定します。

以下の例は、cloudtrailtest_cloudtrail テーブルのデータフィルターをリストします。

aws lakeformation list-data-cells-filter --table '{ "CatalogId":"123456789012",  
"DatabaseName":"lakeformation_cloudtrail", "Name":"cloudtrailtest_cloudtrail"}'

API/SDK

ListDataCellsFilter API を使用して、テーブルリソースを指定します。

以下の例は、Python を使用して myTable テーブルの最初 20 個のデータフィルターをリストしま
す。

response = client.list_data_cells_filter( 
    Table = { 
        'CatalogId': '111122223333', 
        'DatabaseName': 'mydb', 
        'Name': 'myTable' 
    }, 
    MaxResults=20
)

データフィルターの許可の表示
Lake Formation コンソールを使用して、データフィルターに対して付与された許可を表示できます。
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データフィルターに対する許可を表示するには、Data Lake 管理者であるか、データフィルターに対する
必要な許可を持っている必要があります。

Console

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

2. ナビゲーションペインの [Permissions] (許可) で [Data permissions] (データの許可) を選択しま
す。

3. [Data permissions] (データの許可) ページで検索フィールドをクリックまたはタップ
し、[Properties] (プロパティ) メニューで [Resource type] (リソースタイプ) を選択します。

4. [Resource type] (リソースタイプ) メニューで [Resource type: Data cell filter] (リソースタイプ: 
データセルフィルター) を選択します。

許可を持っているデータフィルターがリストされます。[Permissions] (許可) と [Grantable] (付与
可能) 列を見るには、水平方向にスクロールする必要がある場合があります。

AWS CLI

• list-permissions のコマンドを入力します。resource 引数に DataCellsFilter を
指定し、Permissions 引数、およびオプションで PermissionsWithGrantOption 引数
に、DESCRIBE または DROP を指定します。

以下の例は、データフィルター restrict-pharma に対する grant オプション付きの DESCRIBE
許可をリストします。その結果は、プリンシパル datalake_user1 と、AWS アカウント 
1111-2222-3333 内の sales データベースにある orders テーブルに付与された許可に限定され
ます。

aws lakeformation list-permissions --cli-input-json file://list-params.json

以下は、ファイル grant-params.json の内容です。

{ 
    "Principal": {"DataLakePrincipalIdentifier": "arn:aws:iam::111122223333:user/
datalake_user1"}, 
    "Resource": { 
        "DataCellsFilter": { 
            "TableCatalogId": "111122223333", 
            "DatabaseName": "sales", 
            "TableName": "orders", 
            "Name": "restrict-pharma" 
        } 
    }, 
    "Permissions": ["DESCRIBE"], 
    "PermissionsWithGrantOption": ["DESCRIBE"]
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}
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AWS Lake Formation でのセキュリ
ティ

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 のお客様として、ユーザーは、セ
キュリティを最重視する組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテク
チャから利益を得ます。

セキュリティは、AWS とユーザー間での共有の責任です。責任共有モデルでは、これをクラウドのセキュ
リティ、およびクラウド内のセキュリティとして説明しています。

• クラウドのセキュリティ – AWS は、AWS クラウドで AWS のサービスを実行するインフラストラ
クチャを保護する責任を負います。AWS は、ユーザーがセキュアに使用できるサービスも提供しま
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人がセキュリティの有効
性を定期的にテストし、検証しています。AWS Lake Formation に適用されるコンプライアンスプログ
ラムの詳細については、「コンプライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサービス」を参照
してください。

• クラウド内のセキュリティ – ユーザーの責任は、使用する AWS のサービスに応じて異なります。ま
た、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。

本書は、Lake Formation の使用時に責任共有モデルを適用する方法を理解するために役立ちます。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達成するために Lake Formation を設定する方法
が紹介されています。また、Lake Formation リソースのモニタリングとセキュア化に役立つ AWS のその
他サービスの使用方法も学びます。

トピック
• Lake Formation におけるデータ保護 (p. 287)
• AWS Lake Formation でのインフラストラクチャセキュリティ (p. 288)
• サービス間の混乱した代理の防止 (p. 290)
• Lake Formation でのメタデータとデータのセキュリティとアクセスコントロール (p. 291)
• AWS Lake Formation でのセキュリティイベントのロギング (p. 305)
• Lake Formation 用のサービスリンクロールの使用 (p. 305)

Lake Formation におけるデータ保護
AWS 責任共有モデルは、AWS Lake Formation における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
る責任を担います。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
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。
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• SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 以降が推奨されています。
• AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
• AWS 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。使用可能な FIPS エンド
ポイントの詳細については、「連邦情報処理規格 (FIPS) 140−2」を参照してください。

お客様のメールアドレスなどの機密情報や機密情報を、タグや名前フィールドなどの自由形式のテキスト
フィールドに入力しないことを強くお勧めします。これには、コンソール、API、AWS CLI、または AWS 
SDK を使用して Lake Formation やその他の AWS のサービスで作業する場合も含まれます。名前に使用
されるタグまたは自由形式のテキスト フィールドに入力したデータは、課金または診断ログに使用される
場合があります。外部サーバーへの URL を提供する場合は、そのサーバーへのリクエストを検証するため
の認証情報を URL に含めないことを強くお勧めします。

保管時の暗号化
AWS Lake Formation は、以下の領域でのデータ暗号化をサポートします。

• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) データレイク内のデータ。

Lake Formation は、AWS Key Management Service (AWS KMS) を使用したデータの暗号化をサポート
します。データは通常、AWS Glue の抽出、変換、ロード (ETL) ジョブを用いてデータレイクに書き込
まれます。AWS Glue ジョブによって書き込まれたデータを暗号化する方法については、「AWS Glue 
デベロッパーガイド」の「クローラ、ジョブ、および開発エンドポイントによって書き込まれたデータ
の暗号化」を参照してください。

• Lake Formation がデータレイク内のデータを記述するメタデータテーブルを保存する AWS Glue Data 
Catalog。

詳細については、「AWS Glue デベロッパーガイド」の「Data Catalog の暗号化」を参照してくださ
い。

データレイク内のストレージとして Amazon S3 ロケーションを追加するには、そのロケーションを AWS 
Lake Formation に登録します。その後、このロケーションをポイントする AWS Glue Data Catalog オブ
ジェクトと、そのロケーション内の基盤となるデータに対する細粒度のアクセスコントロールのために 
Lake Formation 許可を使用することができます。

Lake Formation は、暗号化されたデータが含まれる Amazon S3 ロケーションの登録をサポートします。
詳細については、「暗号化された Amazon S3 ロケーションの登録 (p. 113)」を参照してください。

AWS Lake Formation でのインフラストラクチャセ
キュリティ

マネージドサービスである AWS Lake Formation は、「アマゾン ウェブ サービス: セキュリティプロセス
の概要」ホワイトペーパーで説明されている AWS グローバルネットワークセキュリティ手順で保護され
ています。

ネットワークを通じて Lake Formation にアクセスするには、AWS が公開した API コールを使用します。
クライアントは、Transport Layer Security (TLS) 1.0 以降をサポートする必要があります。当社では TLS 
1.2 以降の使用を推奨しています。クライアントは、Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) や Elliptic Curve 
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Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE) などの Perfect Forward Secrecy (PFS) を使用する暗号スイートをサ
ポートする必要もあります。これらのモードは、Java 7 以降など、ほとんどの最新システムでサポートさ
れています。

これに加えて、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たシークレットアク
セスキーを使用して署名される必要があります。または、AWS Security Token Service (AWS STS) を使用
して、リクエストに署名するための一時的なセキュリティ認証情報を生成することもできます。

トピック
• AWS Lake Formation とインターフェイス VPC エンドポイント (AWS PrivateLink) (p. 289)

AWS Lake Formation とインターフェイス VPC エン
ドポイント (AWS PrivateLink)
Amazon VPC は、ユーザー定義の仮想ネットワークで AWS リソースを起動するために使用できる AWS 
のサービスです。VPC を使用することで、IP アドレス範囲、サブネット、ルートテーブル、およびネット
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。

Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) を使用して AWS リソースをホストする場合は、VPC とLake 
Formation 間のプライベート接続を確立できます。この接続を使用して、Lake Formation がパブリックイ
ンターネットを経由せずに VPC 内のリソースと通信できるようにします。

VPC と AWS Lake Formation 間のプライベート接続は、インターフェイス VPC エンドポイントを作成す
ることによって確立できます。インターフェイスエンドポイントは、インターネットゲートウェイ、NAT 
デバイス、VPN 接続、または AWS Direct Connect 接続を必要とせずに、Lake Formation API にプライ
ベートにアクセスできるようにするテクノロジーである AWS PrivateLink を活用しています。VPC 内のイ
ンスタンスが Lake Formation API と通信するために パブリック IP アドレスは必要ありません。VPC と 
Lake Formation 間のトラフィックが Amazon ネットワークを離れることはありません。

各インターフェイスエンドポイントは、サブネット内の 1 つ、または複数の Elastic Network Interface に
よって表されます。

詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「インターフェイス VPC エンドポイント (AWS 
PrivateLink)」を参照してください。

Lake Formation VPC エンドポイントに関する考慮事項
Lake Formation のインターフェース VPC エンドポイントをセットアップする前に、「Amazon VPC ユー
ザーガイド」で「インターフェースエンドポイントのプロパティと制限」を確認するようにしてくださ
い。

Lake Formation は、その API アクションのすべてに対する VPC からの呼び出しをサポートしていま
す。Lake Formation は、Lake Formation と Amazon VPC エンドポイントの両方をサポートするすべての 
AWS リージョンで、VPC エンドポイントと併用できます。

Lake Formation 用のインターフェイス VPC エンドポイントの作
成
Lake Formation サービス用の VPC エンドポイントは、Amazon VPC コンソール、または AWS Command 
Line Interface (AWS CLI) を使用して作成することができます。詳細については、「Amazon VPC ユー
ザーガイド」の「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。

Lake Formation 用の VPC エンドポイントは、以下のサービス名を使用して作成します。

• com.amazonaws.region.lakeformation
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エンドポイントに対してプライベート DNS を有効にすると、リージョンのデフォルト DNS 名 
(lakeformation.us-east-1.amazonaws.com など) を使用して、Lake Formation への API リクエス
トを実行できます。

詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「インターフェイスエンドポイント経由でのサービ
スへのアクセス」を参照してください。

Lake Formation 用の VPC エンドポイントポリシーの作成
Lake Formation は VPC エンドポイントポリシーをサポートします。VPC エンドポイントポリシー
は、エンドポイントの作成時または変更時にエンドポイントにアタッチする AWS Identity and Access 
Management (IAM) リソースポリシーです。

VPC エンドポイントに、Lake Formation へのアクセスをコントロールするエンドポイントポリシーをア
タッチできます。このポリシーは、以下の情報を指定します。

• アクションを実行できるプリンシパル。
• 実行可能なアクション。
• このアクションを実行できるリソース。

詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC エンドポイントでサービスへのアクセスを制御
する」を参照してください。

例: Lake Formation アクション用の VPC エンドポイントポリシー

以下の Lake Formation 用の VPC エンドポイントポリシー例は、Lake Formation 許可を使用した認証情報
供給を許可します。このポリシーは、プライベートサブネット内にある Amazon Redshift クラスター、ま
たは Amazon EMR クラスターからの Lake Formation 許可を使用したクエリの実行に使用することが考え
られます。

{ 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "lakeformation:GetDataAccess", 
            "Resource": "*", 
            "Principal": "*" 
        } 
    ]
}

Note

エンドポイント作成時にポリシーをアタッチしない場合は、サービスへのフルアクセスを許可す
るデフォルトのポリシーがアタッチされます。

詳細については、Amazon VPC ドキュメントのこれらのトピックを参照してください。

• Amazon VPC とは?
• インターフェイスエンドポイントの作成
• VPC エンドポイントポリシーを使用する

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
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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、AWS では、アカウント内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ですべ
てのサービスのデータを保護するために役立つツールを提供しています。

リソースポリシーで aws:SourceArn および aws:SourceAccount のグローバル条件コンテキストキー
を使用して、AWS Lake Formation が別のサービスに付与する許可をそのリソースに制限することをお勧
めします。両方のグローバル条件コンテキストキーを使用しており、それらが同じポリシーステートメン
トで使用されるときは、aws:SourceAccount 値と、aws:SourceArn 値のアカウントが同じアカウント 
ID を使用する必要があります。

現在、Lake Formation は以下の形式の aws:SourceArn のみをサポートしています。

arn:aws:lakeformation:aws-region:account-id:*

以下は、混乱した代理問題を防ぐために Lake Formation で aws:SourceArn および
aws:SourceAccount のグローバル条件コンテキストキーを使用する方法を示す例です。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "ConfusedDeputyPreventionExamplePolicy", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "lakeformation.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": [ 
        "sts:AssumeRole" 
      ],       
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "aws:SourceAccount": "account-id" 
        }, 
        "ArnEquals": { 
          "aws:SourceArn": "arn:aws:lakeformation:aws-region:account-id:*" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Lake Formation でのメタデータとデータのセキュ
リティとアクセスコントロール

AWS Lake Formation は、シンプルな付与/取り消しのメカニズムに基く許可モデルを提供します。Lake 
Formation 許可は、AWS Identity and Access Management (IAM) 許可との組み合わせによって、データレ
イクに保存されたデータと、そのデータを記述するメタデータへのアクセスを制御します。

Lake Formation 許可モデルの詳細について学ぶ前に、以下の背景情報を確認しておくことが役に立ちま
す。

• Lake Formation によって管理されるデータレイクは、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 内
の指定されたロケーションに置かれます。
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• Lake Formation は、データレイクにインポートされるログやリレーショナルデータベース内のデータ
などのソースデータ、および Amazon S3 内のデータレイクにあるデータに関するメタデータが含まれ
た Data Catalog を維持します。メタデータは、データベースおよびテーブルとして編成されます。メタ
データテーブルには、スキーマ、ロケーション、パーティショニング、およびそれらが表すデータに関
するその他の情報が含まれています。メタデータデータベースは、テーブルのコレクションです。

• Lake Formation Data Catalog は、AWS Glue が使用する Data Catalog と同じです。AWS Glue クロー
ラを使用して Data Catalog テーブルを作成し、AWS Glue 抽出、変換、ロード (ETL) ジョブを使用して
データレイク内の基盤となるデータを投入することができます。

• Data Catalog 内のデータベースやテーブルは、Data Catalog リソースと呼ばれます。Data Catalog 内
のテーブルは、Amazon S 3 のデータソースまたは表形式データ内のテーブルと区別するために、メタ
データテーブルと呼ばれます。メタデータテーブルがポイントする Amazon S3 またはデータソース内
のデータは、基盤となるデータと呼ばれます。

• プリンシパルは、ユーザーもしくはロール、Amazon QuickSight ユーザーもしくはグループ、または 
SAML プロバイダー経由で Lake Formation の認証を受けるユーザーもしくはグループで、クロスアカウ
ントアクセスコントロールの場合は、AWS アカウント ID、組織 ID、または組織単位 ID になります。

• メタデータテーブルは AWS Glue クローラが作成しますが、Lake Formation コンソール、API、AWS 
Command Line Interface (AWS CLI) を使用して手動で作成することも可能です。メタデータテーブ
ルを作成するときは、ロケーションを指定する必要があります。データベースを作成するときは、ロ
ケーションはオプションです。テーブルロケーションは、Amazon S3 ロケーション、または Amazon 
Relational Database Service (Amazon RDS) データベースなどのデータソースロケーションにすること
ができます。データベースロケーションは、常に Amazon S3 ロケーションです。

• Amazon Athena および Amazon Redshift などの Lake Formation と統合するサービスは、メタデータ
の取得、またはクエリを実行するための認可の確認を実行するために Data Catalog にアクセスでき
ます。統合されたサービスの完全なリストについては、「AWS のサービスの Lake Formation との統
合 (p. 21)」を参照してください。

トピック
• Lake Formation アクセスコントロールの概要 (p. 292)
• Lake Formation 向けの AWS マネージドポリシー (p. 301)
• データレイクのデフォルトセキュリティ設定の変更 (p. 302)
• 許可のシナリオ例 (p. 304)

Lake Formation アクセスコントロールの概要
AWS Lake Formation でのアクセスコントロールは、以下の 2 つの分野に分けられます。

• メタデータのアクセスコントロール – Data Catalog リソースに対する許可 (Data Catalog 許可)。

これらの許可は、プリンシパルが Data Catalog 内のメタデータデータベースとテーブルの作成、読み取
り、更新、および削除を実行できるようにします。

• 基盤となるデータのアクセスコントロール – Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 内のロケー
ションに対する許可 (データ許可およびデータロケーション許可)。
• データアクセス許可は、プリンシパルが基盤となる Amazon S3 ロケーション (Data Catalog リソース

がポイントするデータ) に対するデータの読み取りと書き込みを実行できるようにします。
• データロケーション許可は、プリンシパルが特定の Amazon S3 ロケーションをポイントするメタ

データデータベースとテーブルの作成と変更を実行できるようにします。

どちらの分野でも、Lake Formation は Lake Formation 許可と AWS Identity and Access Management 
(IAM) 許可の組み合わせを使用します。IAM 許可モデルは、IAM ポリシーで構成されます。Lake 
Formation 許可モデルは、Grant SELECT on tableName to userName のような、DBMS 形式の 
GRANT/REVOKE コマンドとして実装されます。
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プリンシパルが Data Catalog リソース、または基盤となるデータへのアクセスをリクエストするときにリ
クエストが成功するには、そのリクエストが IAM と Lake Formation の両方による許可チェックに合格す
る必要があります。

Lake Formation 許可は Data Catalog リソース、Amazon S3 ロケーション、およびこれらのロケーション
にある基盤となるデータへのアクセスを制御します。IAM 許可は、Lake Formation、および AWS Glue の 
API とリソースへのアクセスを制御します。このため、Data Catalog にメタデータテーブルを作成するた
めの Lake Formation 許可 (CREATE_TABLE) を持っていても、glue:CreateTable API に対する IAM の
許可を持っていなければ、操作が失敗します。(glue: 許可である理由は、Lake Formation が AWS Glue 
Data Catalog を使用するからです。)

Note

Lake Formation 許可は、それらが付与されたリージョンのみで適用されます。

トピック
• 細粒度のアクセスコントロールのための方式 (p. 293)
• メタデータのアクセスコントロール (p. 295)
• 基盤となるデータのアクセスコントロール (p. 297)

細粒度のアクセスコントロールのための方式
データレイクでは、データに対する細粒度のアクセスコントロールを持つことが目標になります。これ
は、Lake Formation では Data Catalog リソースと Amazon S3 ロケーションに対する細粒度のアクセスコ
ントロールを意味します。細粒度のアクセスコントロールは、以下の方式のいずれかを使用して達成する
ことができます。

方式 Lake Formation 許
可

IAM 許可 コメント

方式 1 オープン 細粒度 AWS Glue との後方互換性のためのデフォルト方
式です。

• オープンとは、特別な許可である Super
がグループ IAMAllowedPrincipals
に付与されていることを意味し、この場
合、IAMAllowedPrincipals が自動的に作成
され、IAM ポリシーによって Data Catalog リ
ソースへのアクセスが許可されているすべての 
IAM ユーザーとロールが包含されます。Super
許可は、その許可が付与されるデータベースや
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方式 Lake Formation 許
可

IAM 許可 コメント

テーブルに対して、プリンシパルがサポートさ
れているすべての Lake Formation 操作を実行で
きるようにします。これによって、Data Catalog 
リソースと Amazon S3 ロケーションへのアク
セスは、実質的に IAM ポリシーのみで制御さ
れることになります。詳細については、「デー
タレイクのデフォルトセキュリティ設定の変
更 (p. 302)」および「AWS Lake Formation モ
デルに対する AWS Glue データの許可のアップ
グレード (p. 23)」を参照してください。

• 細粒度とは、IAM ポリシーが Data Catalog リ
ソースおよび個々の Amazon S3 バケットに対す
るすべてのアクセスを制御することを意味しま
す。

Lake Formation コンソールでは、この方式が [Use 
only IAM access control] (IAM アクセスコントロー
ルのみを使用する) として表示されます。

方式 2 細粒度 粗粒度 これは、推奨される方法です。

• 細粒度のアクセス権とは、Data Catalog リソー
ス、Amazon S3 ロケーション、およびこれらの
ロケーションにある基盤となるデータに対する限
定的な Lake Formation 許可を個々のプリンシパ
ルに付与することを意味します。

• 粗粒度とは、個々の操作、および Amazon S3 
ロケーションへのアクセスに対するより広範な
許可を意味します。例えば、粗粒度の IAM ポリ
シーには、"glue:CreateTables" ではなく
"glue:*" または "glue:Create*" が含まれ
ているため、プリンシパルがカタログオブジェク
トを作成できるかどうかは Lake Formation 許可
で制御することになります。また、プリンシパル
が作業を実行するために必要な API へのアクセ
ス権をプリンシパルに提供しても、他の API と
リソースはロックダウンするという意味でもあり
ます。例えば、プリンシパルが Data Catalog リ
ソースを作成し、ワークフローを作成して実行す
ることはできても、AWS Glue 接続やユーザー定
義の関数を作成することはできないという IAM 
ポリシーを作成するなどがあります。このセク
ションで後述の例を参照してください。

Important

以下の点に注意してください。

• Lake Formation では、既存の AWS Glue Data Catalog 動作との互換性のために、[Use only 
IAM access control] (IAM アクセスコントロールのみを使用する) がデフォルトで有効になって
います。これらの設定は、Lake Formation 許可の使用への移行後に無効化することをお勧めし
ます。詳細については、「データレイクのデフォルトセキュリティ設定の変更 (p. 302)」を参
照してください。
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• データレイク管理者とデータベース作成者には、理解しておく必要がある黙示的な Lake 
Formation 許可があります。詳細については、「黙示的な Lake Formation 許可 (p. 162)」を参
照してください。

メタデータのアクセスコントロール
Data Catalog リソースのアクセスコントロールに関する以下の説明は、Lake Formation 許可を使用した細
粒度のアクセスコントロールと、IAM ポリシーを使用した粗粒度のアクセスコントロールを前提としてい
ます。

Data Catalog リソースに対する Lake Formation 許可を付与するには、以下の 2 つの異なる方式がありま
す。

• 名前付きリソースでのアクセスコントロール – この方式では、データベース名またはテーブル名を指定
することで、特定のデータベースまたはテーブルに対する許可を付与します。付与はこのような形式に
なります。

Grant (許可) to (プリンシパル) on (リソース) [with grant option]

grant オプションは、付与対象者が他のプリンシパルに許可を付与することを可能にします。
• タグベースのアクセスコントロール – この方式では、Data Catalog のデータベース、テーブル、およ

び列に 1 つ、または複数の LF タグを割り当てて、1 つ、または複数の LF タグに対する許可をプリ
ンシパルに付与します。各 LF タグは、department=sales のようなキーバリューペアです。Data 
Catalog リソースの LF タグと一致する LF タグを持つプリンシパルが、そのリソースにアクセスできま
す。この方式は、多数のデータベースとテーブルを持つデータレイクに推奨されます。これは、「Lake 
Formation のタグベースのアクセスコントロールの概要 (p. 224)」で詳しく説明されています。

プリンシパルがリソースに対して持っている許可は、両方の方式によって付与された許可を結合したもの
です。

以下の表は、Data Catalog リソースに対して利用できる Lake Formation 許可の要約です。列の見出しは、
許可が付与されるリソースを示しています。

カタログ データベース テーブル

CREATE_DATABASE CREATE_TABLE ALTER

  ALTER DROP

  DROP DESCRIBE

  DESCRIBE SELECT*

    INSERT*

    DELETE*

例えば、データベースに対する CREATE_TABLE 許可が付与されるとします。これは、プリンシパルがそ
のデータベース内にテーブルを作成できることを意味します。

アスタリスク (*) が付いた許可は Data Catalog リソースについて付与されますが、基盤となるデータに適
用されます。例えば、メタデータテーブルに対する DROP 許可は、Data Catalog からテーブルをドロップ
できるようにします。一方で、同じテーブルについて付与された DELETE 許可は、Amazon S3 内にある
テーブルの基盤となるデータを、SQL DELETE 文などを使用して削除できるようにします。これらの許可
があれば、Lake Formation コンソールでテーブルを表示したり、AWS Glue API を使用してテーブルに関
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する情報を取得したりすることもできます。したがって、SELECT、INSERT、および DELETE は、Data 
Catalog 許可とデータアクセス許可の両方になります。

テーブルに対する SELECT を付与するときは、1 つ、または複数の列を包含する、または除外するフィル
ターを追加できます。これは、メタデータテーブル列に対する細粒度のアクセスコントロールを可能に
して、統合されたサービスのユーザーがクエリを実行するときに表示される列を制限します。この機能
は、IAM ポリシーのみを使用して利用することはできません。

Super という名前の特別な許可もあります。この Super 許可は、プリンシパルが、許可の対象である
データベースまたはテーブルで、サポートされているすべての Lake Formation 操作を実行できるように
します。この許可は、他の Lake Formation 許可と共存できます。例えば、メタデータテーブルに対する
Super、SELECT、および INSERT を付与することができます。プリンシパルは、サポートされているす
べてのアクションをテーブルで実行でき、Super 許可を取り消しても、SELECT と INSERT 許可は残りま
す。

各許可の詳細については、「Lake Formation 許可のリファレンス (p. 211)」を参照してください。

Important

別のユーザーが作成した Data Catalog テーブルを表示するには、そのテーブルに対する Lake 
Formation 許可が、少なくとも 1 つ付与されている必要があります。テーブルに対する許可が少
なくとも 1 つ付与されている場合は、テーブルが含まれているデータベースも表示することがで
きます。

Data Catalog 許可は、Lake Formation コンソール、API、または AWS Command Line Interface (AWS 
CLI) を使用して付与または取り消すことができます。以下は、retail データベースにテーブルを作成す
る許可をユーザー datalake_user1 に付与する AWS CLI コマンドの例です。

aws lakeformation grant-permissions --principal 
 DataLakePrincipalIdentifier=arn:aws:iam::111122223333:user/datalake_user1  
 --permissions "CREATE_TABLE" --resource '{ "Database": {"Name":"retail"}}'

以下は、Lake Formation 許可による細粒度のアクセスコントロールを補完する粗粒度のアクセスコント
ロール IAM ポリシーの例です。これは、任意のメタデータデータベースまたはテーブルに対するすべての
操作を許可します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "glue:*Database*", 
                "glue:*Table*", 
                "glue:*Partition*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

次の例も粗粒度ですが、制限が多少厳しくなります。これは、指定されたアカウントとリージョン内の 
Data Catalog にある、すべてのメタデータデータベースおよびテーブルに対する読み取り専用操作を許可
します。

{   
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
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            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "glue:GetTables", 
                "glue:SearchTables", 
                "glue:GetTable", 
                "glue:GetDatabase",  
                "glue:GetDatabases" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:*" 
        }  
    ]    
}

これらのポリシーを、IAM ベースの細粒度のアクセスコントロールを実装する以下のポリシーと比較して
ください。これは、指定されたアカウントとリージョン内の顧客関係管理 (CRM) メタデータデータベース
にあるテーブルのサブセットのみに対する許可を付与します。

{   
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "glue:GetTables", 
                "glue:SearchTables", 
                "glue:GetTable", 
                "glue:GetDatabase",  
                "glue:GetDatabases" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:catalog", 
                "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:database/CRM", 
                "arn:aws:glue:us-east-1:111122223333:table/CRM/P*" 
            ] 
        }  
    ]    
}

粗粒度のアクセスコントロールポリシーの追加例については、「Lake Formation のペルソナと IAM 許可の
リファレンス (p. 327)」を参照してください。

基盤となるデータのアクセスコントロール
統合された AWS のサービスが、AWS Lake Formation によってアクセス制御されている Amazon S3 ロ
ケーション内のデータへのアクセスをリクエストすると、Lake Formation がデータにアクセスするための
一時的な認証情報を提供します。

Amazon S3 ロケーションにある基盤となるデータへのアクセスの Lake Formation による制御を有効にす
るには、Lake Formation にそのロケーションを登録します。

Amazon S3 ロケーションを登録したら、以下の Lake Formation 許可の付与を開始できます。

• そのロケーションをポイントする Data Catalog テーブルに対するデータアクセス許可 
(SELECT、INSERT、および DELETE))。

• そのロケーションに対するデータロケーション許可。

 Lake Formation のデータロケーション許可は、特定の Amazon S3 ロケーションをポイントする Data 
Catalog リソースを作成または変更する能力を制御します。データロケーション許可は、データレイク内
のロケーションのセキュリティをさらに強化します。プリンシパルに CREATE_TABLE または ALTER 許可
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を付与するときは、プリンシパルがメタデータテーブルの作成または変更を実行できるロケーションを制
限するためのデータロケーション許可も付与します。

Amazon S3 ロケーションは、バケット、またはバケット下のプレフィックスで、個々の Amazon S3 オブ
ジェクトではありません。

データロケーション許可は、Lake Formation コンソール、API、または AWS CLI を使用してプリンシパル
に付与することができます。付与の一般的な形式は以下のとおりです。

grant DATA_LOCATION_ACCESS to principal on S3 location [with grant option]

with grant option を含めると、付与対象者は他のプリンシパルに許可を付与することができます。

細粒度のアクセスコントロールのために、Lake Formation 許可が常に AWS Identity and Access 
Management (IAM) 許可との組み合わせて動作することを思い出してください。基盤となる Amazon S3 
データに対する読み取り/書き込み許可では、IAM 許可が以下のように付与されます。

ロケーションを登録するときは、そのロケーションに対する読み取り/書き込み許可を付与する IAM ロール
を指定します。Lake Formation は、統合された AWS のサービスに一時的な認証情報を供給するときに、
その役割を引き受けます。典型的なロールには、以下のようなポリシーがアタッチされている場合があり
ます。このポリシーの登録済みロケーションはバケット awsexamplebucket です。

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

Lake Formation は、このようなポリシーを自動的に作成するために登録時に使用できる、サービスリンク
ロールを提供します。詳細については、「Lake Formation 用のサービスリンクロールの使用 (p. 305)」
を参照してください。

このため、Amazon S3 ロケーションの登録によって、そのロケーションに対する必要な IAM s3: 許可が
付与され、この許可は、ロケーションの登録に使用されたロールによって指定されます。

Important

[Requester pays] (リクエスタ支払い) が有効になっている Amazon S3 バケットの登録は避けてく
ださい。Lake Formation に登録されたバケットの場合、バケットの登録に使用されるロールは常
にリクエスト元であると見なされます。別の AWS アカウントがそのバケットにアクセスしてい
て、ロールがバケット所有者と同じアカウントに属する場合、バケット所有者にデータアクセス
の料金が請求されます。
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基盤となるデータへの読み取り/書き込みアクセスの場合、プリンシパルには、Lake Formation 許可に加え
て以下の IAM 許可も必要になります。

lakeformation:GetDataAccess

この許可があると、Lake Formation がデータにアクセスするための一時的な認証情報のリクエストを承諾
します。

Note

Amazon Athena では、ユーザーに lakeformation:GetDataAccess アクセス許可が必要で
す。他の統合サービスでは、基盤となる実行ロールに lakeformation:GetDataAccess アク
セス許可が必要です。

この許可は、「Lake Formation のペルソナと IAM 許可のリファレンス (p. 327)」で提案されているポリ
シーに含まれています。

要約すると、Lake Formation プリンシパルが Lake Formation 許可でアクセス制御されている基盤となる
データに対する読み取りと書き込みを実行できるようにするには、以下が必要になります。

• データが含まれる Amazon S3 ロケーションが Lake Formation に登録されていること。
• 基盤となるデータのロケーションをポイントする Data Catalog テーブルを作成するプリンシパルにデー

タロケーション許可があること。
• 基盤となるデータに対する読み取りと書き込みを実行するプリンシパルに、基盤となるデータのロケー

ションをポイントする Data Catalog テーブルに対する Lake Formation データアクセス許可があるこ
と。

• 基盤となるデータに対する読み取りと書き込みを実行するプリンシパルに
lakeformation:GetDataAccess IAM 許可があること。

Note

ユーザーが IAM または Amazon S3 ポリシーを通して Amazon S3 ロケーションへのアクセス権
を得ている場合、Lake Formation 許可モデルは、Amazon S3 API またはコンソール経由でのそれ
らのロケーションへのアクセスを阻止しません。IAM ポリシーをプリンシパルにアタッチして、
このアクセスをブロックすることができます。

データロケーション許可の詳細

データロケーション許可は、Data Catalog データベースとテーブルに対する作成および更新操作の結果を
制御します。ルールは以下のとおりです。

• プリンシパルが Amazon S3 ロケーションを指定するデータベースまたはテーブルを作成または更新す
るには、そのロケーションに対する明示的または黙示的なデータロケーション許可を持っている必要が
あります。

• 明示的な許可である DATA_LOCATION_ACCESS は、コンソール、API、または AWS CLI を使用して付
与されます。

• 黙示的な許可は、登録されたロケーションをポイントするロケーションプロパティがデータベースにあ
り、プリンシパルがそのデータベースに対する CREATE_TABLE 許可を持っていて、プリンシパルがそ
のロケーションまたは子ロケーションでテーブルを作成しようとするときに付与されます。

• そのロケーションに対するデータロケーション許可がプリンシパルに付与されている場合、プリンシパ
ルはすべての子ロケーションに対するデータロケーション許可を持っています。

• プリンシパルに、基盤となるデータに対する読み取り/書き込み操作を実行するためのデータロケーショ
ン許可は必要ありません。SELECT または INSERT データアクセス許可があれば十分です。データロ
ケーション許可は、そのロケーションをポイントする Data Catalog リソースの作成のみに適用されま
す。

以下の図にあるシナリオを考えてみましょう。
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この図では、以下のようになっています。

• Amazon S3 バケット Products、Finance、および Customer Service が Lake Formation に登録さ
れている。

• Database A にはロケーションプロパティがなく、Database B には Customer Service バケット
をポイントするロケーションプロパティがある。

• ユーザー datalake_user が両方のデータベースに対する CREATE_TABLE を持っている。
• ユーザー datalake_user には、Products バケットのみに対するデータロケーション許可が付与され

ている。

以下は、ユーザー datalake_user が特定のロケーションで特定のデータベース内にカタログテーブルを
作成しようとする場合の結果です。

datalake_user がテーブルを作成しようとするロケーション

データベースとロケーション 成功または失敗 理由

Finance/Sales でのデータベース A 失敗 データロケーション許可がない

Products でのデータベース A 成功 データロケーション許可がある

HR/Plans でのデータベース A 成功 ロケーションが登録されていない
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データベースとロケーション 成功または失敗 理由

Customer Service/Incidents での
データベース B

成功 データベースに Customer Service の
ロケーションプロパティがある

詳細については、以下を参照してください。

• データレイクへの Amazon S3 ロケーションの追加 (p. 109)
• Lake Formation 許可のリファレンス (p. 211)
• Lake Formation のペルソナと IAM 許可のリファレンス (p. 327)

Lake Formation 向けの AWS マネージドポリシー
AWS マネージドポリシーとインラインポリシーを使用して、AWS Lake Formation での作業に必要な 
AWS Identity and Access Management (IAM) 許可を付与することができます。Lake Formation には、以下
の AWS マネージドポリシーを利用できます。

プリンシパル AWS マネージドポリシー 説明

データレイク管理者を含めた 
Lake Formation ユーザー

AWSGlueConsoleFullAccess プリンシパルが Lake 
Formation コンソールでさまざ
まな操作を実行できるようにし
ます。

データレイク管理者 AWSLakeFormationDataAdmin データレイク管理者が管理操作
を行い、AWS CloudTrail ログ
を表示できるようにします。

データレイク管理者を含めた 
Lake Formation ユーザー

AWSLakeFormationCrossAccountManager プリンシパルが、外部の AWS 
アカウント、組織、または組織
単位に Lake Formation 許可を
付与できるようにします。

Note

AWSLakeFormationDataAdmin ポリシーは、データレイク管理者に必要なすべて
の許可を付与しません。ワークフローの作成と実行、およびサービスリンクロール
AWSServiceRoleForLakeFormationDataAccess を使用したロケーションの登録には、追加
の許可が必要です。詳細については、「データレイク管理者を作成する (p. 10)」および「Lake 
Formation 用のサービスリンクロールの使用 (p. 305)」を参照してください。

さらに、AWS Glue と Lake Formation は、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)、Amazon 
Simple Storage Service (Amazon S3)、および Amazon CloudWatch などの関連サービスへのアクセスを許
可するために、サービスロール AWSGlueServiceRole を引き受けます。

Lake Formation の AWS マネージドポリシーへの更新

Lake Formation の AWS マネージドポリシーへ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
跡を開始した以降の分について表示します。
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変更 説明 日付

Lake Formation が
AWSLakeFormationCrossAccountManager
ポリシーを更新しました。

Lake Formation は
AWSLakeFormationCrossAccountManager ポリ
シーを強化し、リソースの最初の共有時に、受
信者アカウントごとに 1 つのリソース共有のみ
を作成するようになりました。以降に同じアカ
ウントで共有されるすべてのリソースは、同じ
リソース共有にアタッチされます。

2022 年 5 月 6 日

Lake Formation が変更の追跡
を開始しました。

Lake Formation は AWS マネージドポリシーの
変更の追跡を開始しました。

2022 年 5 月 6 日

データレイクのデフォルトセキュリティ設定の変更
AWS Glue との後方互換性を維持するため、AWS Lake Formation には以下の初期セキュリティ設定があ
ります。

• 既存の AWS Glue Data Catalog リソースのすべてに対する Super 許可がグループ
IAMAllowedPrincipals に付与されます。

• 新しい Data Catalog リソースには「Use only IAM access control」(IAM アクセスコントロールのみを使
用する) 設定が有効になっています。

これらの設定によって、Data Catalog リソースと Amazon S3 ロケーションへのアクセスは、実質的に 
AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーのみで制御されることになります。個々の Lake 
Formation 許可は適用されません。

IAMAllowedPrincipals グループには、IAM ポリシーによって Data Catalog リソースへのアクセスを
許可される IAM ユーザーとロールが含まれます。この Super 許可は、プリンシパルが、許可の対象であ
るデータベースまたはテーブルで、サポートされているすべての Lake Formation 操作を実行できるように
します。

Data Catalog リソース (データベースおよびテーブル) へのアクセスが Lake Formation 許可によって管理
されるようにセキュリティ設定を変更するには、以下を実行します。

1. 新しいリソースに対するデフォルトのセキュリティ設定を変更する。手順については、「デフォルトの
許可モデルを変更する (p. 13)」を参照してください。

2. 既存の Data Catalog リソースに対する設定を変更する。手順については、「AWS Lake Formation モデ
ルに対する AWS Glue データの許可のアップグレード (p. 23)」を参照してください。

Lake Formation PutDataLakeSettings API 操作を使用したデフォルトセキュリティ設定の変更

デフォルトのセキュリティ設定は、Lake Formation の PutDataLakeSettings API オペレーションを使用し
て変更することもできます。このアクションは、オプションのカタログ ID と DataLakeSettings 構造を引
数として使用します。

Lake Formation によるメタデータと基盤となるデータのアクセスコントロールを新しいデータベースと
テーブルに適用するには、DataLakeSettings 構造を以下のようにコード化します。

Note

<AccountID> は有効な AWS アカウント ID、<Username> は有効な IAM ユーザー名に置き換え
てください。複数のユーザーをデータレイク管理者として指定できます。

{ 
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    "DataLakeSettings": { 
        "DataLakeAdmins": [ 
            { 
                "DataLakePrincipalIdentifier": "arn:aws:iam::<AccountId>:user/<Username>" 
            } 
        ], 
        "CreateDatabaseDefaultPermissions": [], 
        "CreateTableDefaultPermissions": [] 
    }
}

この構造は、以下のようにコード化することもできます。CreateDatabaseDefaultPermissions また
は CreateTableDefaultPermissions パラメータを省略することは、空のリストを渡すことに相当し
ます。

{ 
    "DataLakeSettings": { 
        "DataLakeAdmins": [ 
            { 
                "DataLakePrincipalIdentifier": "arn:aws:iam::<AccountId>:user/<Username>" 
            } 
        ] 
    }
}

このアクションは実質的に、IAMAllowedPrincipals グループから新しいデータベースとテーブルに対
するすべての Lake Formation 許可を取り消します。この設定は、データベースを作成するときに上書きす
ることができます。

IAM のみによるメタデータと基盤となるデータのアクセスコントロールを新しいデータベースとテーブル
に適用するには、DataLakeSettings 構造を以下のようにコード化します。

{ 
    "DataLakeSettings": { 
        "DataLakeAdmins": [ 
            { 
                "DataLakePrincipalIdentifier": "arn:aws:iam::<AccountId>:user/<Username>" 
            } 
        ], 
        "CreateDatabaseDefaultPermissions": [ 
            { 
                "Principal": { 
                    "DataLakePrincipalIdentifier": "IAM_ALLOWED_PRINCIPALS" 
                }, 
                "Permissions": [ 
                    "ALL" 
                ] 
            } 
        ], 
        "CreateTableDefaultPermissions": [ 
            { 
                "Principal": { 
                    "DataLakePrincipalIdentifier": "IAM_ALLOWED_PRINCIPALS" 
                }, 
                "Permissions": [ 
                    "ALL" 
                ] 
            } 
        ] 
    }
}
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これは、新しいデータベースとテーブルに対する Super Lake Formation 許可を
IAMAllowedPrincipals グループに付与します。この設定は、データベースを作成するときに上書きす
ることができます。

Note

前述の DataLakeSettings 構造では、DataLakePrincipalIdentifier に許可される値は
IAM_ALLOWED_PRINCIPALS のみで、Permissions に許可される値は ALL のみです。

許可のシナリオ例
以下のシナリオは、AWS Lake Formation でデータへのアクセスをセキュア化するための許可をセット
アップする方法の説明に役立ちます。

シャーリーはデータ管理者です。シャーリーは、自分の会社である AnyCompany のためにデータレイクを
設定したいと考えています。現在、すべてのデータは Amazon S3 に保存されています。ジョンはマーケ
ティングマネージャーで、顧客の購買情報 (s3://customerPurchases に保存されています) に対する
書き込みアクセス権が必要です。この夏、マーケティングアナリストのディエゴがジョンの同僚になりま
す。ジョンには、データに対してクエリを実行するためのアクセス権を、シャーリーを介さずにディエゴ
に付与する能力が必要です。

これを要約すると、以下のようになります。

• シャーリーはデータレイク管理者です。
• ジョンには、Data Catalog で新しいデータベースとテーブルを作成するための CREATE_DATABASE と
CREATE_TABLE 許可が必要です。

• ジョンには、作成するテーブルに対する SELECT、INSERT、および DELETE 許可も必要です。
• ディエゴには、クエリを実行するためのテーブルに対する SELECT 許可が必要です。

AnyCompany の従業員は、以下のアクションを実行して許可をセットアップします。このシナリオで使用
される API 操作は、わかりやすくするために簡素化された構文を示しています。

1. シャーリーが、顧客の購入情報が含まれる Amazon S3 パスを Lake Formation に登録します。

RegisterResource(ResourcePath("s3://customerPurchases"), false, Role_ARN )

2. シャーリーが、顧客の購入情報が含まれる Amazon S3 パスへのアクセス権をジョンに付与します。

GrantPermissions(John, S3Location("s3://customerPurchases"), [DATA_LOCATION_ACCESS]) )

3. シャーリーが、データベースを作成するための許可をジョンに付与します。

GrantPermissions(John, catalog, [CREATE_DATABASE]) 

4. ジョンがデータベース John_DB を作成します。ジョンは、データベースを作成したことから、それ
に対する CREATE_TABLE 許可を自動的に取得します。

CreateDatabase(John_DB)

5. ジョンが、s3://customerPurchases をポイントするテーブル John_Table を作成します。テー
ブルを作成したことから、ジョンにはテーブルに対するすべての許可があり、そのテーブルに対する
許可を付与できます。

CreateTable(John_DB, John_Table)

6. ジョンが、アナリストであるディエゴにテーブル John_Table へのアクセスを許可します。
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 GrantPermissions(Diego, John_Table, [SELECT])

AWS Lake Formation でのセキュリティイベントの
ロギング

AWS Lake Formation は、Lake Formation 内でユーザー、ロール、または AWS のサービスが行ったア
クションの記録を提供するサービスである AWS CloudTrail と統合されています。CloudTrail は、Lake 
Formation のすべての API コールをイベントとして取得します。取得される呼び出しには、Lake 
Formation コンソールや AWS Command Line Interface からの呼び出し、および Lake Formation API 操作
に対するコード呼び出しが含まれます。

Lake Formation でのイベントロギングに関する詳細については、「AWS CloudTrail を使用した AWS Lake 
Formation API コールのロギング (p. 324)」を参照してください。

Note

GetTableObjects、UpdateTableObjects、および GetWorkUnitResults は、大容量の
データプレーン操作です。これらの API に対する呼び出しは、現在 CloudTrail にはログされませ
ん。CloudTrail でのデータプレーン操作に関する詳細については、「AWS CloudTrail ユーザーガ
イド」の「証跡のデータイベントの記録」を参照してください。
追加の CloudTrail イベントをサポートするための Lake Formation での変更は、「AWS Lake 
Formation のドキュメント履歴 (p. 349)」に掲載されます。

Lake Formation 用のサービスリンクロールの使用
AWS Lake Formation は AWS Identity and Access Management (IAM) サービスリンクロールを使用しま
す。サービスリンクロールは、Lake Formation に直接リンクされた特殊なタイプの IAM ロールです。サー
ビスリンクロールは Lake Formation によって事前定義されており、ユーザーに代わって他の AWS のサー
ビスを呼び出すためにこのサービスが必要とするすべての許可が含まれています。

ロールを作成して必要な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 Lake Formation 
のセットアップを容易にします。サービスリンクロールの許可は Lake Formation が定義し、別途定義され
ている場合を除いて、Lake Formation のみがそのロールを引き受けることができます。定義された許可に
は信頼ポリシーと許可ポリシーが含まれ、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。

このサービスリンクロールは、ロールの引き受けについて以下のサービスを信頼します。

• lakeformation.amazonaws.com

Lake Formation のサービスリンクロール許可
Lake Formation は、AWSServiceRoleForLakeFormationDataAccess という名前のサービスリンク
ロールを使用します。このロールは、Lake Formation 統合サービス (Amazon Athena など) が登録された
ロケーションにアクセスすることを可能にする一連の Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 許可
を提供します。データレイクロケーションを登録するときは、そのロケーションに対する必要な Amazon 
S3 読み取り/書き込み許可を持つロールを指定する必要があります。ユーザーは、必要な Amazon S3 許可
を持つロールを作成する代わりに、このサービスリンクロールを使用することができます。

パスを登録するためのロールとしてサービスリンクロールを初めて指定すると、ユーザーに代わってサー
ビスリンクロールと新しい IAM ポリシーが作成されます。Lake Formation がインラインポリシーにそのパ

305

https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/logging-data-events-with-cloudtrail.html


AWS Lake Formation デベロッパーガイド
Lake Formation のサービスリンクロール許可

スを追加し、ポリシーをサービスリンクロールにアタッチします。サービスリンクロールに後続のパスを
登録すると、Lake Formation がそのパスを既存のポリシーに追加します。

データレイク管理者としてサインインしているときに、データレイクロケーションを登録します。次
に、IAM コンソールで AWSServiceRoleForLakeFormationDataAccess ロールを検索し、アタッチさ
れたポリシーを確認します。

例えば、s3://my-kinesis-test/logs のロケーションを登録すると、Lake Formation が以下のインラ
インポリシーを作成し、AWSServiceRoleForLakeFormationDataAccess にアタッチします。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "LakeFormationDataAccessPermissionsForS3", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:PutObject", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:DeleteObject" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::my-kinesis-test/logs/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "LakeFormationDataAccessPermissionsForS3ListBucket", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:ListBucket" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::my-kinesis-test" 
            ] 
        } 
    ]
}

このサービスリンクロールにロケーションを登録できるようにするには、以下の許可が必要です。

• iam:CreateServiceLinkedRole
• iam:PutRolePolicy

通常、データレイク管理者がこれらの許可を持っています。
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サードパーティーサービスと Lake 
Formation との統合

AWS Lake Formation と統合することで、サードパーティーサービスは Amazon S3 ベースのデータレ
イクにあるデータに安全にアクセスできます。Lake Formation を認可エンジンとして使用し、Amazon 
Athena、Amazon EMR、Redshift Spectrum などの統合された AWS のサービスでデータレイクに対する
許可を管理または適用できます。Lake Formation には、サービスを統合するための 2 つのオプションがあ
ります。

1. Lake Formation の認証情報供給エンジン: Lake Formation は有効な許可に基づいて、スコープダウンさ
れた一時的な認証情報を AWS STS トークンの形態で登録済みの Amazon S3 ロケーションに供給でき
るため、認可されたエンジンはユーザーに代わってデータにアクセスできます。

2. 一元的な適用: Lake Formationのクエリ API 操作は、Amazon S3 からデータを取得し、有効な許可に基
づいて結果をフィルタリングします。クエリ API 操作と統合するエンジンやアプリケーションは、呼び
出し元のアイデンティティの許可を評価し、これらの許可に基づいてデータをセキュアにフィルタリン
グする作業を Lake Formation に依存できます。サードパーティークエリエンジンは、フィルタリング
されたデータのみを認識して操作します。

トピック
• Lake Formation の認証情報供給の使用 (p. 307)

Lake Formation の認証情報供給の使用
Lake Formation は、サードパーティーサービスが認証情報供給 API オペレーションを使用して Lake 
Formation と統合できるようにします。これにより、サードパーティーサービスは他の AWS の分析サービ
スが使用するものと同じ認可および認証情報供給エンジンを活用できます。このセクションでは、認証情
報供給 API 操作を使用してサードパーティークエリエンジンを Lake Formation と統合する方法について
説明します。

トピック
• Lake Formation の認証情報供給の仕組み (p. 307)
• Lake Formation の認証情報供給に関するロールと責任 (p. 309)
• 認証情報供給 API 操作の Lake Formation ワークフロー (p. 309)
• サードパーティークエリエンジンの登録 (p. 310)
• サードパーティーのクエリエンジンに対する、認証情報供給 API 操作の呼び出し許可の付与 (p. 311)

Lake Formation の認証情報供給の仕組み
このセクションでは、認証情報供給 API 操作を使用してサードパーティーアプリケーション (クエリエン
ジン) を Lake Formation と統合する方法について説明します。
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1. Lake Formation 管理者が以下のアクティビティを実行します。
• Amazon S3 ロケーション内のデータにアクセスするための適切な許可を持つ IAM ロール (認証情報の

供給用) を提供することで、Amazon S3 ロケーションを Lake Formation に登録する。
• Lake Formation の認証情報供給 API 操作を呼び出すことができるようにサードパーティーアプリケー

ションを登録する。「the section called “サードパーティークエリエンジンの登録” (p. 310)」を参照
してください。

• データベースとテーブルにアクセスするための許可をユーザーに付与する。

例えば、個人を特定できる情報 (PII) を示す複数の列が含まれているユーザーセッションデータセッ
トを公開する場合、アクセスを制限するには、これらの列に LF-TBAC タグを「classification」という
名前および「sensitive」という値で割り当てます。次に、ユーザーセッションデータへのアクセス権
をビジネスアナリストに付与するための許可を定義します。ただし、classification = sensitive がタグ
付けされた列は除きます。

2. プリンシパル (ユーザー) が、統合されたサービスにクエリを送信します。
3. 統合されたアプリケーションが Lake Formation にリクエストを送信し、テーブル情報とテーブルにア

クセスするための認証情報を要求します。
4. クエリを実行するプリンシパルにテーブルへのアクセスが認可されている場合は、Lake Formation から

統合されたアプリケーションに認証情報を返し、データアクセスを許可します。
5. 統合されたサービスが Amazon S3 からデータを読み取り、受け取ったポリシーに基づいて列をフィル

タリングして、結果をプリンシパルに返します。

Important

Lake Formation の認証情報供給 API 操作は、失敗時における明示的な拒否 (フェイルクローズ) 
モデルを使用した分散型適用を有効にします。これにより、顧客、サードパーティーサービ
ス、Lake Formation の間に 3 パーティーセキュリティモデルが導入されます。統合されたサービ
スでは、Lake Formation 許可が適切に適用 (分散型適用) されます。

統合されたサービスは、Lake Formation から返されたポリシーに基づいて Amazon S3 からデータを読み
取ってフィルタリングし、フィルタリングしたデータをユーザーに返す責任があります。統合されたサー
ビスは、フェイルクローズモデルに従います。つまり、適切な Lake Formation 許可を適用できない場合は
クエリを失敗させる必要があります。
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Lake Formation の認証情報供給に関するロールと責任

ロール 責任

顧客 • Lake Formation の認証情報供給を有効にする (「the section called “サード
パーティークエリエンジンの登録” (p. 310)」を参照)

• 承認されたサードパーティーを Lake Formation に明示的に登録する (「the 
section called “サードパーティークエリエンジンの登録” (p. 310)」を参
照)

• Lake Formation の許可でサードパーティーソリューションをテストして検
証する

• サードパーティーによる Lake Formation 認証情報供給 API 操作の使用状況
をモニタリングおよび監査する

サードパーティー • 各ソフトウェアリビジョンでサポートされる機能を公に文書化し、その機
能を正しく有効化する手順を提供する

• Lake Formation の認証情報供給 API 操作を (ドキュメントに従って) 呼び出
すときにサポートされる機能を正確にアドバタイズする

• 供給された認証情報を安全に保管して処理し、認証情報の漏洩や権限昇格
を回避する

• サポートされている機能に基づいて許可を適用し、フィルタリングした
データのみをユーザーに返す

• 必要な許可を適切に適用できない場合はクエリを失敗させる

AWS Lake Formation • 該当するプリンシパルに対する有効な許可を正しく取得して返す
• API 操作のコールごとにサードパーティーがサポートする機能を検証する
• エンジンのアドバタイズされた機能がカタログリソースで定義されている

機能と一致する場合にのみ、スコープダウンされた IAM 認証情報を返し、
一致しない場合はエラーを返す

認証情報供給 API 操作の Lake Formation ワークフ
ロー
認証情報供給 API 操作のワークフローは、次のとおりです。

1. ユーザーが、統合されたサードパーティークエリエンジンを使用してデータへのクエリまたはリクエス
トを送信します。クエリエンジンがユーザーまたはユーザーのグループを表す IAM ロールを引き受け
て、信頼できる認証情報を取得し、これを使用して認証情報供給 API オペレーションを呼び出します。

2. クエリエンジンが GetUnfilteredTableMetadata (パーティション化されたテーブルの場合は
GetUnfilteredPartitionsMetadata) を呼び出し、Data Catalog からメタデータとポリシー情報を
取得します。

3. Lake Formation がリクエストの認可を実行します。ユーザーがテーブルに対する適切な許可を持ってい
ない場合は、AccessDeniedException がスローされます。

4. リクエストの一部として、クエリエンジンが、サポートするフィルタリングを送信します。配列内で送
信できるフラグには、COLUMN_PERM と CELL_FILTER_PERMISSION の 2 つがあります。クエリエ
ンジンがこれらの機能のどちらもサポートしておらず、機能に関するポリシーがテーブルに存在する場
合は、PermissionTypeMismatchException がスローされ、クエリが失敗します。これは、データ漏洩を
防ぐためのものです。

5. 返される応答には以下が含まれます。
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• テーブルの完全なスキーマ。クエリエンジンがこれを使用してストレージからのデータを解析できる
ようにするためです。

• ユーザーがアクセスできる認可された列のリスト。認可された列のリストが空の場合は、ユーザーに
DESCRIBE 許可があっても SELECT 許可がないことを示し、クエリが失敗します。

• IsRegisteredWithLakeFormation というフラグ。これは、Lake Formation がこのリソースデー
タに認証情報を供給できるかどうかを示します。これが false を返す場合、Amazon S3 へのアクセス
には顧客の認証情報を使用する必要があります。

• データの行に適用する必要がある CellFilters のリスト (存在する場合)。このリストには、列と、
各行を評価する式が含まれています。これは、CELL_FILTER_PERMISSION をリクエストの一部と
して送信し、テーブルに対するデータフィルターが呼び出し側のユーザーにある場合にのみ投入され
ます。

6. メタデータが取得されると、クエリエンジンが GetTemporaryGlueTableCredentials または
GetTemporaryGluePartitionCredentials を呼び出して、Amazon S3 ロケーションからデータを
取得するための AWS 認証情報を取得します。

7. クエリエンジンが Amazon S3 から関連するオブジェクトを読み取り、ステップ 2 で受け取ったポリ
シーに基づいてデータをフィルタリングして、ユーザーに結果を返します。

Lake Formation の認証情報供給 API 操作には、サードパーティークエリエンジンとの統合を設定するため
の追加のコンテンツが含まれています。操作の詳細については、「認証情報供給 API 操作 (p. 344)」セ
クションを参照してください。

サードパーティークエリエンジンの登録
サードパーティークエリエンジンが認証情報供給 API 操作を使用できるようにするには、クエリエンジン
がユーザーに代わって API 操作を呼び出すための許可を明示的に有効にする必要があります。これを行う
には、以下のステップに従います。

1. AWS Lake Formation コンソール、AWS CLI、または API/SDK を使用して、認証情報供給 API 操作を
呼び出す許可を必要とする AWS アカウントと IAM セッションタグを指定する必要があります。

2. サードパーティーのクエリエンジンがアカウントで実行ロールを引き受ける場合、クエリエンジン
は、Lake Formation に登録されている、サードパーティーエンジンを表すセッションタグをアタッチす
る必要があります。Lake Formation は、このタグを使用して、承認されたエンジンからのリクエストで
あるかどうかを検証します。セッションタグの詳細については、「IAM ユーザーガイド」のセッション
タグに関するセクションを参照してください。

3. サードパーティクエリエンジンの実行ロールを設定する場合は、IAM ポリシーに少なくとも以下の一連
の許可が必要です。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": {"Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "lakeformation:GetDataAccess",       
      "glue:GetTable", 
      "glue:GetTables", 
      "glue:GetDatabase", 
      "glue:GetDatabases", 
      "glue:CreateDatabase", 
      "glue:GetUserDefinedFunction", 
      "glue:GetUserDefinedFunctions", 
      "glue:GetPartition", 
      "glue:GetPartitions" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }
}
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4. クエリエンジンの実行ロールにロール信頼ポリシーを設定して、このロールにどのセッションタグ
のキーバリューペアをアタッチできるかを細かくアクセス制御します。次の例で、このロールはセッ
ションタグのキーとして "LakeFormationAuthorizedCaller"、セッションタグのバリューとして
"engine1" をアタッチすることのみが許可され、他のセッションタグのキーバリューペアは許可され
ません。

{ 
    "Sid": "AllowPassSessionTags", 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/query-execution-role" 
    }, 
    "Action": "sts:TagSession", 
    "Condition": { 
    "StringLike": { 
        "aws:RequestTag/LakeFormationAuthorizedCaller": "engine1"        } 
    }
}

LakeFormationAuthorizedCaller が、STS:AssumeRole API 操作を呼び出してクエリエンジンが使
用する認証情報を取得する場合ば、セッションタグを AssumeRole リクエストに含める必要があります。
返された一時的な認証情報は、Lake Formation の認証情報供給 API リクエストを実行するために使用でき
ます。

Lake Formation の認証情報供給 API 操作は、呼び出し側のプリンシパルが IAM ロールであることを必要
とします。この IAM ロールには、Lake Formation に登録されている定義済みの値を持つセッションタグを
含める必要があります。このタグを含めると、Lake Formation は、認証情報供給 API 操作の呼び出しに使
用されたロールが、この呼び出しを行う許可を得ていることを確認できます。

サードパーティーのクエリエンジンに対する、認証情
報供給 API 操作の呼び出し許可の付与
AWS Lake Formation コンソール、AWS CLI、または API/SDK を使用して、サードパーティークエリエン
ジンが認証情報供給 API 操作を呼び出すことを許可するには、以下のステップに従います。

Console

外部データフィルタリングのためのアカウントを登録するには

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

2. 左側のナビゲーションで [Permissions] (許可) を展開し、[External data filtering] (外部データフィ
ルタリング) を選択します。

3. [External data filtering] (外部データフィルタリング) ページで、[Allow external engines to filter 
data in Amazon S3 locations registered with Lake Formation] (外部エンジンが Lake Formation に
登録された Amazon S3 ロケーション内のデータをフィルタリングすることを許可する) オプショ
ンをオンにします。

4. サードパーティエンジン用に作成したセッションタグを入力します。セッションタグについて
は、「AWS Identity and Access Management ユーザーガイド」の「AWS STS でのセッションタ
グの引き渡し」を参照してください。

5. サードパーティーエンジンを使用して現在のアカウントにあるリソースのフィルタリングされて
いないメタデータ情報やデータアクセス認証情報にアクセスできるユーザーのアカウント ID を入
力します。

AWS アカウント ID フィールドは、クロスアカウントアクセスの設定にも使用できます。
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CLI

put-data-lake-settings CLI コマンドを使用して以下のパラメータを設定します。

この AWS CLI を使用する場合は、以下の 3 つのフィールドを設定します。

• allow-external-data-filtering  – (ブール) サードパーティーエンジンが、現在のアカウン
トにあるリソースのフィルタリングされていないメタデータ情報とデータアクセス認証情報にアク
セスできることを示します。

• external-data-filtering-allow-list – (配列) サードパーティーエンジンの使用時に、現在
のアカウントにあるリソースのフィルタリングされていないメタデータ情報とデータアクセス認証
情報にアクセスできるアカウント ID のリストです。

• authorized-sessions-tag-value-list – (配列) 認可されたセッションタグ値 (文字列) のリ
ストです。IAM ロールの認証情報に認可されたキーバリューペアがアタッチされている場合、セッ
ションタグがリストに含まれていると、現在のアカウントにあるリソースのフィルタリングされ
ていないメタデータ情報とデータアクセス認証情報に対するアクセス権がセッションに付与されま
す。認可されたセッションタグキーは *LakeFormationAuthorizedCaller* として定義されま
す。

例:

aws lakeformation put-data-lake-settings --cli-input-json file://datalakesettings.json

{ 
  "DataLakeSettings": { 
    "DataLakeAdmins": [ 
      { 
        "DataLakePrincipalIdentifier": "arn:aws:iam::111111111111:user/lakeAdmin" 
      } 
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    ], 
    "CreateDatabaseDefaultPermissions": [], 
    "CreateTableDefaultPermissions": [], 
    "TrustedResourceOwners": [], 
    "AllowExternalDataFiltering": true, 
    "ExternalDataFilteringAllowList": [ 
        {"DataLakePrincipalIdentifier": "111111111111"} 
        ], 
    "AuthorizedSessionTagValueList": ["engine1"] 
    }
}

API/SDK

PutDataLakeSetting API 操作を使用して以下のパラメータを設定します。

この API 操作を使用する場合は、以下の 3 つのフィールドを設定します。

• AllowExternalDataFiltering – (ブール) サードパーティーエンジンが、現在のアカウントにあ
るリソースのフィルタリングされていないメタデータ情報とデータアクセス認証情報にアクセスで
きるかどうかを示します。

• ExternalDataFilteringAllowList – (配列) サードパーティーエンジンを使用して、現在のア
カウントにあるリソースのフィルタリングされていないメタデータ情報とデータアクセス認証情報
にアクセスできるアカウント ID のリストです。

• AuthorizedSectionsTagValueList – (配列) 認可されたタグ値 (文字列) のリストで
す。IAM ロールの認証情報に認可済みのタグがアタッチされている場合は、設定されたア
カウントにあるリソースのフィルタリングされていないメタデータ情報とデータアクセス認
証情報に対するアクセス権がセッションに付与されます。認可済みのセッションタグキーは
*LakeFormationAuthorizedCaller* として定義されます。

例:

//Enable session tag on existing data lake settings
public void sessionTagSetUpForExternalFiltering(AWSLakeFormationClient lakeformation) { 
    GetDataLakeSettingsResult getDataLakeSettingsResult = 
 lfClient.getDataLakeSettings(new GetDataLakeSettingsRequest()); 
    DataLakeSettings dataLakeSettings = 
 getDataLakeSettingsResult.getDataLakeSettings(); 
     
    //set account level flag to allow external filtering 
    dataLakeSettings.setAllowExternalDataFiltering(true); 
     
    //set account that are allowed to call credential vending or Glue 
 GetFilteredMetadata API 
    List<DataLakePrincipal> allowlist = new ArrayList<>(); 
    allowlist.add(new 
 DataLakePrincipal().withDataLakePrincipalIdentifier("111111111111")); 
    dataLakeSettings.setWhitelistedForExternalDataFiltering(allowlist); 
     
    //set registered session tag values 
    List<String> registeredTagValues = new ArrayList<>(); 
    registeredTagValues.add("engine1"); 
    dataLakeSettings.setAuthorizedSessionTagValueList(registeredTagValues); 

    lakeformation.putDataLakeSettings(new 
 PutDataLakeSettingsRequest().withDataLakeSettings(dataLakeSettings));
}
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他の AWS サービスでの使用
Amazon Athena、AWS Glue、Amazon Redshift Spectrum、Amazon EMR などの AWS のサービス
は、Lake Formation を使用して、Lake Formation に登録された Amazon S3 ロケーションにあるデータに
安全にアクセスすることができます。Lake Formation では、データに対する細粒度のアクセスコントロー
ル (FGAC) 許可を AWS Glue Data Catalog で定義し、管理できます。これらの AWS サービスはそれぞれ 
Lake Formation の信頼できる呼び出し元であり、Lake Formation は一時的な認証情報を使用して Amazon 
S3 に保存されているデータへのアクセスを提供します。詳細については、「Lake Formation の認証情報
供給の仕組み (p. 307)」を参照してください。

これらの機能を利用するには、Lake Formation で最初に Amazon S3 ロケーションを登録し、テーブル、
データベース、Amazon S3 ロケーションにアクセスするための適切なアクセス許可を IAM プリンシパル
に割り当てる必要があります。詳細については、「Lake Formation 許可の管理 (p. 160)」を参照してくだ
さい。

トピック
• Amazon Athena での AWS Lake Formation の使用 (p. 314)
• Amazon Redshift Spectrum での AWS Lake Formation の使用 (p. 317)
• AWS Lake Formation の AWS Glue との併用 (p. 319)
• Amazon EMR で AWS Lake Formation を使用する (p. 322)
• Amazon QuickSight での AWS Lake Formation の使用 (p. 323)

Amazon Athena での AWS Lake Formation の使用
Amazon Athena は、Amazon S3 に保存された構造化データ、半構造化データ、および非構造化デー
タの分析に役立つサーバーレスのクエリサービスです。Athena は、CSV、JSON、Parquet、および 
Avro データ形式からのデータクエリをサポートしています。また、Athena は Apache Hive、Apache 
Hudi、Apache Iceberg、Lake Formation 管理対象テーブルなどのテーブル形式もサポートしていま
す。Athena は、Amazon S3 のデータセットのメタデータストアを保存するために、AWS Glue Data 
Catalog と統合します。Athena は Lake Formation を使用して、これらのデータセットのアクセスコント
ロールポリシーを定義および管理できます。

ここでは、Athena で Lake Formation を使用できるいくつかの一般的なユースケースを示します。

• Athena から Data Catalog リソース (データベースとテーブル) にアクセスするための Lake Formation の
アクセス許可を使用します。名前付きリソース方式または LF タグのいずれかを使用して、データベー
スとテーブルに対するアクセス許可を定義できます。詳細については、以下を参照してください。
• Lake Formation コンソールと名前付きリソース方式を使用したデータベース許可の付与 (p. 170)
• Lake Formation のタグベースのアクセスコントロール (p. 224)

Lake Formation のアクセス許可は、データベースとテーブルに対する読み取りオペレーションおよび書
き込みオペレーションの両方をサポートします。

Note

LF タグを使用してデータカタログリソースのアクセス許可を管理する場合、データフィルター
を適用することはできません。

• Lake Formation でのデータフィルター (p. 270) を使用し、列、行、およびセルレベルでアクセス許可を
付与して Amazon S3 データレイクのテーブルを保護することで、クエリ結果を制御できます。Amazon 
Athena ユーザーガイドのパーティション射影の制限に関する項目を参照してください。

• フェデレーションクエリを実行する際に、SAML ベースの Athena ユーザーが利用できるデータに細粒
度のアクセスコントロールを適用します。
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Athena JDBC および ODBC ドライバーは、SAML ベースの ID プロバイダー (IdP) を使用したデータ
ソースへのフェデレーションアクセスの設定をサポートします。Lake Formation と統合された Amazon 
QuickSight を既存の IAM ロールまたは SAML ユーザーもしくはグループと組み合わせて使用する
と、Athena のクエリ結果を視覚化できます。

Note

SAML ユーザーおよびグループに対する Lake Formation のアクセス許可は、JDBC または 
ODBC ドライバーを使用して Athena にクエリを送信する場合のみ適用されます。

詳細については、「Athena へのフェデレーションアクセスのための Lake Formation と Athena JDBC お
よび ODBC ドライバーの使用」を参照してください。

Note

現在、以下のリージョンでは Lake Formation での SAML アイデンティティへのアクセスの認
可はサポートされていません。
• 中東 (バーレーン) – me-south-1
• アジアパシフィック (香港) – ap–east–1
• アフリカ (ケープタウン) – af-south-1
• 中国 (寧夏) – cn-northwest-1
• アジアパシフィック (大阪) – ap-northeast-3

• 別のアカウントのテーブルをクエリする場合は、Lake Formation でのクロスアカウントデータ共
有 (p. 189) を使用します。

Note

Views に対して Lake Formation アクセス許可を使用する際の制限の詳細については、「考慮事
項と制限事項」を参照してください。

トランザクションテーブル形式のサポート
Lake Formation アクセス許可を適用すると、Amazon S3 ベースのデータレイク内のトランザクション
データを保護できます。以下の表は、Athena と Lake Formation のアクセス許可でサポートされているト
ランザクションテーブル形式を示しています。Lake Formation は、Athena ユーザーがクエリを実行した
ときにこれらのアクセス許可を適用します。

テーブル形式 説明と許可されるオペレーショ
ン

Athena でサポートされている 
Lake Formation のアクセス許可

Lake Formation の管理対象テー
ブル

管理対象テーブルは、ACID 
(Atomic, Consistent, Isolated, and 
Durable) トランザクション、
自動データ圧縮、およびタイム
トラベルクエリをサポートしま
す。Athena は、管理対象テーブ
ルでの作成および読み取りオペ
レーションのみをサポートしま
す。

Athena は、削除、挿入、および
更新オペレーションをサポート
していません。

「Lake Formation でのデータ
フィルタリングとセルレベルの
セキュリティ (p. 269)」に従っ
て、テーブル、列、行、セル
レベルのアクセス許可を使用し
て管理対象テーブルを保護しま
す。
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https://docs.aws.amazon.com/athena/latest/ug/security-athena-lake-formation-jdbc.html
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テーブル形式 説明と許可されるオペレーショ
ン

Athena でサポートされている 
Lake Formation のアクセス許可

詳細については、「Lake 
Formation の管理対象テーブ
ル (p. 123)」を参照してくださ
い。

Apache Hudi 増分データ処理とデータパイプ
ラインの開発を簡素化するため
に使用される形式。

Athena は、Copy on Write (CoW)
とMerge On Read (MoR) の両方
の Hudi テーブルタイプについ
て、Amazon S3 データセットの 
Apache Hudi テーブル形式を使
用した作成および読み取りオペ
レーションをサポートしていま
すが、Hudi テーブルへの書き込
みオペレーションはサポートし
ていません。

Athena を使用して Hudi デー
タセットへのクエリを実行しま
す。

テーブル、列、行、セルレベル
のアクセス許可がサポートされ
ています。

Apache Iceberg 大量のファイルのコレクション
をテーブルとして管理し、レ
コードレベルの挿入、更新、削
除、タイムトラベルクエリなど
の最新の分析データレイクオペ
レーションをサポートするオー
プンテーブル形式。

Athena による Iceberg テーブル
のサポートの詳細については、
「Iceberg テーブルの使用」を参
照してください。

テーブル、列、行、セルレベル
のアクセス許可がサポートされ
ています。
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テーブル形式 説明と許可されるオペレーショ
ン

Athena でサポートされている 
Lake Formation のアクセス許可

Linux Foundation Delta Lake Delta Lake は、一般的に 
Amazon S3 または File system 
distribuito Hadoop (HDFS) 上に
構築される最新のデータレイク
アーキテクチャの実装を支援す
るオープンソースプロジェクト
です。

Athena は、AWS Glue Data 
Catalogで Delta Lake テーブルの
シンボリックリンクベースのマ
ニフェストテーブル定義を使用
して作成した Delta Lake テーブ
ルをサポートしています。

詳細については、「AWS Glue ク
ローラーを使用してデータレイ
クテーブルをクロールする」を
参照してください。

Athena (エンジンバージョン 3) 
は、ネイティブの Delta Lake 
テーブルの読み取りをサポート
しています。

詳細については、「AWS Glue ク
ローラーによるネイティブデー
タレイクテーブルサポートの紹
介」を参照してください。

シンボリックテーブルでは、
テーブル、列、行、およびセル
レベルのアクセス許可をサポー
トしています。

Lake Formation の統合は、ネイ
ティブの Delta Lake テーブルで
は利用できません。

その他のリソース
ブログ投稿、ビデオ、ワークショップ

• Amazon Athena を使用した、Amazon S3 データレイクの Apache Hudi データセットへのクエリの実行
• Amazon Athena、Amazon EMR、および AWS Glue を使用した Apache Iceberg データレイクの構築
• Athena と Apache Iceberg を使用した、Amazon S3 での挿入、更新、削除
• LF-Tag ベースのアクセスコントロール データレイクのクエリに関する Lake Formation ワークショッ

プ。

Amazon Redshift Spectrum での AWS Lake 
Formation の使用

Amazon Redshift Spectrum では、Amazon Redshift クラスターノードにデータをロードすることな
く、Amazon S3 データレイクのデータのクエリと取得を実行できます。

Redshift Spectrum は、Lake Formation を有効にした外部の AWS Glue データカタログを登録する 2 つの
方法をサポートしています。

• データカタログへのアクセス許可を持つ、クラスターにアタッチされた IAM ロールの使用
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IAM ロールを作成するには、以下の手順で説明されているステップに従います。

AWS Lake Formation に対し有効化されている AWS Glue Data Catalog を使用して、Amazon Redshift 
の IAM ロールを作成するには

• 外部 AWS Glue Data Catalog リソースへのアクセスを管理するように設定されたフェデレーション IAM 
ID。

Redshift Spectrum は、フェデレーション IAM ID を使用したLake Formation テーブルのクエリをサポー
トしています。IAM ID は、IAM ユーザーまたは IAM ロールとすることができます。Redshift Spectrum 
での IAM ID フェデレーションの詳細については、「フェデレーション ID を使用して、ローカルリソー
スと Amazon Redshift Spectrum の外部テーブルへの Amazon Redshift アクセスを管理する」を参照し
てください。

Lake Formation と Redshift Spectrum の統合により、データを Lake Formation に登録した後に、テーブル
に対して行、列、およびセルレベルのアクセスコントロールのアクセス許可を定義できます。

詳細については、「AWS Lake Formation で Redshift Spectrum を使用する」を参照してください。

Redshift Spectrum は、Lake Formation が管理する外部スキーマテーブルの読み取りまたは SELECT クエ
リをサポートしています。Amazon Redshift ローカルテーブルから、Lake Formation が管理する外部ス
キーマテーブルへの挿入のみがサポートされています。

詳細については、「Redshift Spectrum 用の外部スキーマの作成」を参照してください。

トランザクションテーブルタイプのサポート
この表は、Redshift Spectrum でサポートされているトランザクションテーブル形式と、該当する Lake 
Formation アクセス許可を示しています。

サポートされるテーブル形式

テーブル形式 説明と許可されるオペレーショ
ン

Redshift Spectrum でサポートさ
れる Lake Formation のアクセス
許可

Lake Formation の管理対象テー
ブル

管理対象テーブルは、ACID 
(Atomic, Consistent, Isolated, and 
Durable) トランザクション、
自動データ圧縮、およびタイム
トラベルクエリをサポートしま
す。Redshift Spectrum は、管理
対象テーブルでの作成および読
み取りオペレーションのみをサ
ポートします。

Redshift Spectrum は、削除、挿
入、および更新オペレーション
をサポートしていません。

詳細については、「Lake 
Formation の管理対象テーブ
ル (p. 123)」を参照してくださ
い。

「Lake Formation でのデータ
フィルタリングとセルレベルの
セキュリティ (p. 269)」に従っ
て、テーブル、列、行、セル
レベルのアクセス許可を使用し
て管理対象テーブルを保護しま
す。

Apache Hudi 増分データ処理とデータパイプ
ラインの開発を簡素化するため
に使用される形式。

テーブル、列、行、セルレベル
のアクセス許可がサポートされ
ています。

318

https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/c-getting-started-using-spectrum-create-role.html#spectrum-get-started-create-role-lake-formation
https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/c-getting-started-using-spectrum-create-role.html#spectrum-get-started-create-role-lake-formation
https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/authorization-fas-spectrum.html
https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/authorization-fas-spectrum.html
https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/spectrum-lake-formation.html
https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/c-spectrum-external-schemas.html


AWS Lake Formation デベロッパーガイド
その他のリソース

テーブル形式 説明と許可されるオペレーショ
ン

Redshift Spectrum でサポートさ
れる Lake Formation のアクセス
許可

Redshift Spectrum は、Amazon 
S3 の Apache Hudi Copy on 
Write (CoW) テーブル形式を使用
した挿入、削除、アップサート
の書き込みオペレーションをサ
ポートしています。

詳細については、「Apache Hudi 
で管理されるデータの外部テー
ブルの作成」を参照してくださ
い。

Apache Iceberg オープンテーブル形式は、大量
のファイルのコレクションを
テーブルとして管理し、レコー
ドレベルの挿入、更新、削除、
タイムトラベルクエリなどの最
新の分析データレイクオペレー
ションをサポートします。

Redshift Spectrum は、Apache 
Iceberg テーブルのクエリをサ
ポートしていません。

Linux Foundation Delta Lake Delta Lake は、一般的に 
Amazon S3 または File system 
distribuito Hadoop (HDFS) 上に
構築される最新のデータレイク
アーキテクチャの実装を支援す
るオープンソースプロジェクト
です。

Redshift Spectrum は、Delta 
Lake テーブルのクエリをサポー
トしています。詳細について
は、「Delta Lake で管理される
外部テーブルの作成」を参照し
てください。

テーブル、列、行、セルレベル
のアクセス許可がサポートされ
ています。

その他のリソース
ブログ投稿およびワークショップ

• Amazon Redshift Spectrum で最新のデータアーキテクチャを実現しながら、AWS Lake Formation を使
用してデータレイクのガバナンスを一元化する

• Redshift Spectrum を使用して、Amazon S3 データレイクで Apache HUDI Copy On Write 時にコピー 
(CoW) テーブルをクエリする

AWS Lake Formation の AWS Glue との併用
データエンジニアや DevOps プロフェッショナルは、Apache Spark の抽出、変換、ロード (ETL) に AWS 
Glue を使用して Amazon S3 のデータセットを変換し、変換したデータを分析、機械学習、アプリケー
ション開発のためにデータレイクやデータウェアハウスにロードします。複数のチームが Amazon S3 の
同じデータセットにアクセスする場合、それぞれのロールに基づいてアクセス許可を付与および制限する
ことが不可欠です。
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AWS Lake Formation は AWS Glue 上に構築されており、これらのサービスは以下のように相互作用しま
す。

• Lake Formation と AWS Glue は同じ Data Catalog を共有しています。
• 以下の Lake Formation コンソール機能は、AWS Glue コンソールを呼び出します。

• ジョブ – 詳細については、AWS Glue デベロッパーガイドの「ジョブを追加する」を参照してくださ
い。

• クローラー – 詳細については、AWS Glue デベロッパーガイドの「クローラーを使用したテーブルの
カタログ化」を参照してください。

• Lake Formation のブループリントを使用するときに生成されるワークフローは、AWS Glue ワークフ
ローです。これらのワークフローは、Lake Formation コンソールと AWS Glue コンソールの両方で表示
および管理できます。

• Lake Formation では機械学習変換が提供されており、これらは AWS Glue API 操作上に構築されていま
す。機械学習変換は AWS Glue コンソールで作成し、管理します。詳細については、「AWS Glue デベ
ロッパーガイド」の「機械学習変換」を参照してください。

Lake Formation の細粒度のアクセスコントロールを使用して、既存のデータカタログリソースと Amazon 
S3 データロケーションを管理できます。

Note

AWS Glue ETL では、基盤となる Amazon S3 ロケーションからデータを取得する際に、テー
ブル全体へのフルアクセスが必要です。AWS Glueテーブルに列レベルのアクセス許可を適用す
ると、ETL ジョブが失敗します。ただし、データフィルターを定義することで、列レベルと行
レベルのセキュリティを作成できます。詳細については、「列レベルのフィルタリングに関す
る注意点と制限 (p. 274)」を参照してください。Lake Formation はテーブルに定義されている
データフィルターを評価し、AWS Glue ETL ジョブに必要なフィルター処理されたデータのみを 
Amazon S3 から取得します。

トランザクションテーブルタイプのサポート
この表には、AWS Glue でサポートされているトランザクションテーブル形式と、適用される Lake 
Formation のアクセス許可が記載されています。

サポートされるテーブル形式

テーブル形式 説明と許可されるオペレーショ
ン

AWS Glue でサポートされている 
Lake Formation 許可

Lake Formation の管理対象テー
ブル

管理対象テーブルは、ACID 
(Atomic, Consistent, Isolated, and 
Durable) トランザクションをサ
ポートします。AWS Glue は、管
理対象テーブルでのトランザク
ションとタイムトラベルクエリ
をサポートします。

AWS Glue ETL ジョブでトラン
ザクションを使用するには、読
み取りまたは書き込みを実行す
る前にトランザクションを開始
し、完了したらトランザクショ
ンをコミットします。

AWS Glue ETL ジョブでは、特
定の日時におけるデータの状態

「Lake Formation でのデータ
フィルタリングとセルレベルの
セキュリティ (p. 269)」に従っ
て、テーブル、列、行、セル
レベルのアクセス許可を使用し
て管理対象テーブルを保護しま
す。
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その他のリソース

テーブル形式 説明と許可されるオペレーショ
ン

AWS Glue でサポートされている 
Lake Formation 許可

を検出したいことを示すタイム
スタンプを含めることができま
す。

詳細については、「Lake 
Formation の管理対象テーブ
ル (p. 123)」を参照してくださ
い。

Apache Hudi 増分データ処理とデータパイプ
ラインの開発を簡素化するため
に使用されるオープンテーブル
形式。

AWS Marketplace Connector を
使用して Hudi テーブルを操作し
ます。

Lake Formation の統合は、Hudi 
テーブルでは利用できません。

Apache Iceberg 大量のファイルのコレクション
をテーブルとして管理するオー
プンテーブル形式。

AWS Marketplace Connector を
使用して Iceberg テーブルを操作
します。

Lake Formation の統合
は、Iceberg テーブルでは利用で
きません。

Linux Foundation Delta Lake Delta Lake は、一般的に 
Amazon S3 または File system 
distribuito Hadoop (HDFS) 上に
構築される最新のデータレイク
アーキテクチャの実装を支援す
るオープンソースプロジェクト
です。

AWS Glue は、マーケットプレ
イスコネクタを使用した Delta 
Lake テーブルでの読み取りと書
き込みをサポートします。

AWS Marketplace Connector を
使用して Delta Lake テーブルを
操作します。

Lake Formation の統合は、Delta 
Lake テーブルでは利用できませ
ん。

その他のリソース
ブログ投稿とリポジトリ

• AWS Glue コネクタを使用して ACID トランザクションで Apache Iceberg テーブルの読み取りと書き込
みを行い、タイムトラベルを実行する

• Writing to Apache Hudi tables using AWS Glue custom connector
• AWS Glue、Apache Hudi、および Amazon S3 を使用してストリーミングデータを分析するための

Cloudformation テンプレートと Pyspark コードサンプルの AWS リポジトリ
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Amazon EMR

Amazon EMR で AWS Lake Formation を使用する
Amazon EMR は、Hadoop Map-Reduce、Spark、Hive、Presto などのサポートされているビッグデー
タフレームワークで任意のカスタムコードを実行できる、柔軟な AWS マネージドクラスタープラット
フォームです。また、Organizations は Amazon EMR を使用して、高度に分散されたクラスター全体
でバッチとストリームの両方のデータ処理アプリケーションを実行します。Amazon EMR を使用する
と、Lake Formation によってアクセス許可が管理されているデータベースやテーブルでデータ変換とカス
タムコードを実行できます。

Amazon EMR をデプロイするには、3 つのオプションがあります。

• EMR on EC2
• EMR Serverless
• EMR on EKS

Lake Formation の統合は、Amazon EC2 での Amazon EMR でのみ利用できます。Lake Formation は 2 つ
の方法で Amazon EC2 での Amazon EMR と統合されます。

• Amazon EMR Notebooks または Zeppelin 用の組織の ID プロバイダー (IdP) を使用して SAML ベースの
認証を有効にし、Lake Formation が管理するデータベース、テーブル、および列で Spark ジョブを実行
します。この方法では、Spark スクリプトのみがサポートされ、Hive、Presto などはサポートされませ
ん。

• Lake Formation を使用すると、Amazon EMR のランタイムロールに基づいてデータレイクへのアク
セスを管理できます。これにより、ユーザーは Spark と Hive のジョブを Step API を通じて Amazon 
EMR クラスターに送信できます。このメソッドでサポートされるオペレーションの種類は、「追加の考
慮事項」に記載されています。

Note

どちらの方法も、データフィルターの使用をサポートしていません。

詳細については、「Amazon EMR と Lake Formation の統合」を参照してください。

トランザクションテーブル形式のサポート
Amazon EMR は、Apache Hudi、Apache Iceberg、および Delta Lake のテーブル形式をサポートしていま
す。Amazon EMR 6.9.0 以降では、Apache Hudi テーブルに対するLake Formation の列レベルのアクセス
許可をサポートしています。

詳細については、「Apache Hudi and Lake Formation」 (Apache Hudi と Lake Formation) を参照してくだ
さい。

Lake Formation のアクセス許可は、現在、Apache Iceberg および Linux Foundation Delta Lake テーブル
ではサポートしていません。

その他のリソース
ユーザーガイド、ブログ投稿、ワークショップ

• Integration with Amazon EMR using Runtime Roles (ランタイムロールを使用した Amazon EMR との統
合)

• Get a quick start with Apache Hudi, Apache Iceberg, and Delta Lake with Amazon EMR on EKS (EKS で
のAmazon EMR を使って、Apache Hudi、Apache Iceberg、および Delta Lake の使用を迅速に開始)
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Amazon QuickSight

• Using Delta Lake OSS with Amazon EMR Serverless (Amazon EMR Serverless での Delta Lake OSS の
使用)

Amazon QuickSight での AWS Lake Formation の使
用

Amazon QuickSight は、Athena を使用して Amazon S3 の Lake Formation アクセス許可で管理されてい
るデータセットの調査をサポートしています。

Amazon QuickSight の Standard エディションと Enterprise エディションのユーザーは、いずれも Lake 
Formation と統合できますが、その方法は少し異なります。

• Enterprise エディション – データベースやテーブルにアクセスするための Amazon QuickSight ユー
ザー、グループ、および IAM ロールに細粒度のアクセスコントロール (FGAC) アクセス許可を付与しま
す。

• Standard エディション – IAM ロールにデータベースとテーブルにアクセスするアクセス許可を付与しま
す。

Note

デフォルトでは、Amazon QuickSight は aws-quicksight-service-role-v0 という名前の
ロールを使用します。Amazon QuickSight が Athena にアクセスできるようにするために必要な
アクセス許可を持つカスタムロールを定義することもできます。

詳細については、「AWS Lake Formation 経由での接続の認可」を参照してください。

その他のリソース
ブログ投稿

• AWS Lake Formation で Amazon QuickSight の作成者に対して細粒度のアクセス許可を有効にする
• AWS Lake Formation と Amazon QuickSight を使用したデータの安全な分析
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CloudTrail 内の Lake Formation 情報

AWS CloudTrail を使用した AWS 
Lake Formation API コールのロギン
グ

AWS Lake Formation は、Lake Formation 内でユーザー、ロール、または AWS のサービスが行ったア
クションの記録を提供するサービスである AWS CloudTrail と統合されています。CloudTrail は、すべ
ての Lake Formation API コールをイベントとしてキャプチャします。取得される呼び出しには、Lake 
Formation コンソールや AWS Command Line Interface からの呼び出し、および Lake Formation API アク
ションに対するコード呼び出しが含まれます。証跡を作成する場合は、Lake Formation のイベントを含め
た CloudTrail イベントの Amazon S3 バケットへ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。CloudTrail によって収集された情報を使用して、Lake Formation に対して行われたリクエスト、リ
クエスト元の IP アドレス、リクエスト者、リクエストが行われた日時、および追加の詳細を確認すること
ができます。

CloudTrail の詳細については、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」を参照してください。

CloudTrail 内の Lake Formation 情報
新しい AWS アカウントを作成すると、CloudTrail がデフォルトで有効になります。Lake Formation 
でアクティビティが発生すると、そのアクティビティは、他の AWS のサービスのイベントととも
に、CloudTrail イベントとして [Event history] (イベント履歴) に記録されます。イベントは、あらゆる
ソースからの単一のリクエストを表し、リクエストされたアクション、アクションの日時、およびリクエ
ストパラメータに関する情報が含まれています。さらに、すべてのイベントまたはログエントリには、リ
クエストの生成元に関する情報も含まれています。アイデンティティ情報は、以下を判断するために役立
ちます。

• リクエストが、ルート認証情報と AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザー認証情報のどち
らを使用して実行されたか。

• 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
して実行されたか。

• リクエストが、別の AWS のサービスによって実行されたかどうか。

詳細については、「CloudTrail userIdentity エレメント」を参照してください。

AWS アカウントの最近のイベントを、表示、検索、およびダウンロードすることができます。詳細につい
ては、「CloudTrail Event 履歴でのイベントの表示」を参照してください。

Lake Formation のイベントを含めた AWS アカウントにおけるイベントを継続的に記録するには、証跡
を作成します。証跡は、CloudTrail がログファイルを Amazon S3 バケットに配信することを可能にしま
す。デフォルトで、コンソールで証跡を作成するときは、証跡がすべての AWS リージョンに適用されま
す。追跡は、AWS パーティション内のすべてのリージョンからのイベントをログに記録し、ユーザー指定
の Amazon S3 バケットにログファイルを配信します。さらに、Amazon Athena などのその他の AWS の
サービスを設定して、CloudTrail ログで収集されたデータをより詳細に分析し、それに基づく対応を行う
ことができます。CloudTrail は、Amazon CloudWatch Logs および CloudWatch Events にログファイルを
配信することもできます。
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Lake Formation イベントについて

詳細については、以下を参照してください。

• 「証跡の作成の概要」
• 「CloudTrail のサポートされているサービスと統合」
• 「CloudTrail の Amazon SNS 通知の設定」
• 「複数のリージョンから CloudTrail ログファイルを受け取る」および「複数のアカウントから 

CloudTrail ログファイルを受け取る」

Lake Formation イベントについて
Lake Formation API のすべてのアクションは CloudTrail によってログに記録され、
これらは「AWS Lake Formation デベロッパーガイド」に記載されています。例えば
PutDataLakeSettings、GrantPermissions、および RevokePermissions アクションに対する呼
び出しは、CloudTrail ログファイルにエントリを生成します。

以下は、GrantPermissions アクションに対する CloudTrail イベントを示す例です。このエ
ントリには、許可を付与したユーザー (datalake_admin)、許可が付与されたプリンシパル 
(datalake_user1)、および付与された許可 (CREATE_TABLE) が含まれています。このエントリ
は、resource 引数にターゲットデータベースが指定されていなかったために、付与が失敗したことも示
しています。

{ 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": { 
        "type": "IAMUser", 
        "principalId": "AIDAZKE67KM3P775X74U2", 
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/datalake_admin", 
        "accountId": "111122223333", 
        "accessKeyId": "...", 
        "userName": "datalake_admin" 
    }, 
    "eventTime": "2021-02-06T00:43:21Z", 
    "eventSource": "lakeformation.amazonaws.com", 
    "eventName": "GrantPermissions", 
    "awsRegion": "us-east-1", 
    "sourceIPAddress": "72.21.198.65", 
    "userAgent": "aws-cli/1.19.0 Python/3.6.12 
 Linux/4.9.230-0.1.ac.223.84.332.metal1.x86_64 botocore/1.20.0", 
    "errorCode": "InvalidInputException", 
    "errorMessage": "Resource must have one of the have either the catalog, table or 
 database field populated.", 
    "requestParameters": { 
        "principal": { 
            "dataLakePrincipalIdentifier": "arn:aws:iam::111122223333:user/datalake_user1" 
        }, 
        "resource": {}, 
        "permissions": [ 
            "CREATE_TABLE" 
        ] 
    }, 
    "responseElements": null, 
    "requestID": "b85e863f-e75d-4fc0-9ff0-97f943f706e7", 
    "eventID": "8d2ccef0-55f3-42d3-9ede-3a6faedaa5c1", 
    "readOnly": false, 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "managementEvent": true, 
    "eventCategory": "Management", 
    "recipientAccountId": "111122223333"
}
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Lake Formation イベントについて

以下は、GetDataAccess アクションに対する CloudTrail ログエントリを示す例です。プリンシパル
は、この API を直接コール呼び出しません。むしろ、プリンシパル、または統合された AWS のサービス
が、Lake Formation に登録されているデータレイク内のデータにアクセスするための一時的な認証情報を
リクエストするたびに、GetDataAccess がログに記録されます。

{ 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "type": "AWSAccount", 
        "principalId": "AROAQGFTBBBGOBWV2EMZA:GlueJobRunnerSession", 
        "accountId": "111122223333" 
    }, 
    "eventSource": "lakeformation.amazonaws.com", 
    "eventName": "GetDataAccess",
...
... 
    "additionalEventData": { 
        "requesterService": "GLUE_JOB", 
        "lakeFormationPrincipal": "arn:aws:iam::111122223333:role/ETL-Glue-Role", 
        "lakeFormationRoleSessionName": "AWSLF-00-GL-111122223333-G13T0Rmng2" 
    },
...
} 
     

以下も参照してください。

• CloudTrail のクロスアカウントロギング (p. 204)
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AWS Lake Formation のペルソナ

Lake Formation のペルソナと IAM 許
可のリファレンス

この章では、推奨される AWS Lake Formation のペルソナと、それらに推奨される AWS Identity and 
Access Management (IAM) 許可をリストします。Lake Formation 許可については、「the section called 
“Lake Formation 許可のリファレンス” (p. 211)」を参照してください。

AWS Lake Formation のペルソナ
以下の表は、推奨される AWS Lake Formation のペルソナのリストです。

Lake Formation のペルソナ

ペルソナ 説明

IAM 管理者 (スーパーユーザー) (必須) IAM ユーザーとロールを作成できるユーザーで
す。AdministratorAccess AWS マネージドポリシーを持ってい
ます。すべての Lake Formation リソースに対するすべての許可を
持っています。データレイク管理者を追加できます。データレイク
管理者としても指定されている場合を除き、Lake Formation 許可を
付与することはできません。

データレイク管理者 (必須) Amazon S3 ロケーションの登録、Data Catalog へのアクセ
ス、データベースの作成、ワークフローの作成と実行、他のユー
ザーへの Lake Formation 許可の付与、および AWS CloudTrail ログ
の表示を実行できるユーザーです。IAM 許可の数は IAM 管理者より
も少ないですが、データレイクを管理するには十分な許可を持って
います。他のデータレイク管理者を追加することはできません。

データエンジニア (オプション) データベースの作成、クローラとワークフローの作成
と実行、およびクローラとワークフローが作成する Data Catalog 
テーブルに対する Lake Formation 許可の付与を実行できるユーザー
です。すべてのデータエンジニアをデータベース作成者にすること
が推奨されます。詳細については、「データベースの作成 (p. 122)」
を参照してください。

データアナリスト (オプション) Amazon Athena などを使用して、データレイクに対す
るクエリを実行できるユーザーです。クエリを実行するために十分
な許可のみを持っています。

ワークフローロール (必須) ユーザーに代わってワークフローを実行するロールです。こ
のロールは、ブループリントからワークフローを作成するときに指
定します。

ペルソナに推奨される許可
以下は、各ペルソナに推奨される許可です。IAM 管理者であるユーザーは、すべてのリソースに対するす
べての許可を持っているため、ここのは含まれていません。

トピック
• データレイク管理者の許可 (p. 328)
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データレイク管理者の許可

• データエンジニアの許可 (p. 329)
• データアナリストの許可 (p. 331)
• ワークフローロールの許可 (p. 332)

データレイク管理者の許可
Important

以下のポリシーでは、<account-id> を有効な AWS アカウント番号に置き換
え、<workflow_role> は、「ワークフローロールの許可 (p. 332)」で定義されているとお
り、ワークフローを実行する許可を持つロールの名前に置き換えてください。

ポリシータイプ ポリシー

AWS マネージドポリシー • AWSLakeFormationDataAdmin
• AWSGlueConsoleFullAccess (オプション)
• CloudWatchLogsReadOnlyAccess (オプション)
• AWSLakeFormationCrossAccountManager (オプション)
• AmazonAthenaFullAccess (オプション)

オプションの AWS マネージドポリシーの詳細については、「the section 
called “データレイク管理者を作成する” (p. 10)」を参照してください。

インラインポリシー (Lake Formation 
サービスリンクロールの作成用) { 

    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:AWSServiceName": 
 "lakeformation.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:PutRolePolicy" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::<account-
id>:role/aws-service-role/lakeformation.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLakeFormationDataAccess" 
        } 
    ]
}

(オプション) インラインポリシー 
(ワークフローロールのための 
PassRole ポリシー)。これは、データ
レイク管理者がワークフローを作成し
て実行する場合にのみ必要になりま
す。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "PassRolePermissions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:PassRole" 
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ポリシータイプ ポリシー
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::<account-id>:role/<workflow_role>" 
            ] 
        } 
    ]
}

(オプション) インラインポリシー (ア
カウントがクロスアカウント Lake 
Formation 許可を付与または受けて
いる場合)。このポリシーは、AWS 
RAM リソース共有招待の承諾または
拒否、および組織へのクロスアカウ
ント許可の付与の有効化向けのもので
す。ram:EnableSharingWithAwsOrganization
が必要となるのは、AWS 
Organizations 管理アカウントのデー
タレイク管理者のみです。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ram:AcceptResourceShareInvitation", 
                "ram:RejectResourceShareInvitation", 
                "ec2:DescribeAvailabilityZones", 
                "ram:EnableSharingWithAwsOrganization" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

データエンジニアの許可
Important

以下のポリシーでは、<account-id> を有効な AWS アカウント番号、<workflow_role> を
ワークフローロールの名前に置き換えてください。

ポリシータイプ ポリシー

AWS マネージドポリシー AWSGlueConsoleFullAccess

インラインポリシー (ベーシッ
ク) { 

    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "lakeformation:GetDataAccess", 
                "lakeformation:GrantPermissions", 
                "lakeformation:RevokePermissions", 
                "lakeformation:BatchGrantPermissions", 
                "lakeformation:BatchRevokePermissions", 
                "lakeformation:ListPermissions", 
                "lakeformation:AddLFTagsToResource", 
                "lakeformation:RemoveLFTagsFromResource", 
                "lakeformation:GetResourceLFTags", 
                "lakeformation:ListLFTags", 
                "lakeformation:GetLFTag", 
                "lakeformation:SearchTablesByLFTags", 
                "lakeformation:SearchDatabasesByLFTags", 
                "lakeformation:GetWorkUnits", 
                "lakeformation:GetWorkUnitResults", 
                "lakeformation:StartQueryPlanning", 
                "lakeformation:GetQueryState", 
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ポリシータイプ ポリシー
                "lakeformation:GetQueryStatistics" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

インラインポリシー (トランザ
クション内での操作を含む、管
理対象テーブルでの操作用)

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "lakeformation:StartTransaction", 
                "lakeformation:CommitTransaction", 
                "lakeformation:CancelTransaction", 
                "lakeformation:ExtendTransaction", 
                "lakeformation:DescribeTransaction", 
                "lakeformation:ListTransactions", 
                "lakeformation:GetTableObjects", 
                "lakeformation:UpdateTableObjects", 
                "lakeformation:DeleteObjectsOnCancel" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

インラインポリシー (Lake 
Formation のタグベースのアク
セスコントロール (LF-TBAC) 
方式を使用したメタデータアク
セスコントロール用)

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "lakeformation:AddLFTagsToResource", 
                "lakeformation:RemoveLFTagsFromResource", 
                "lakeformation:GetResourceLFTags", 
                "lakeformation:ListLFTags", 
                "lakeformation:GetLFTag", 
                "lakeformation:SearchTablesByLFTags", 
                "lakeformation:SearchDatabasesByLFTags" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}
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ポリシータイプ ポリシー

インラインポリシー (ワークフ
ローロールのための PassRole 
ポリシー)

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "PassRolePermissions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:PassRole" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::<account-id>:role/<workflow_role>" 
            ] 
        } 
    ]
}

データアナリストの許可

ポリシータイプ ポリシー

AWS マネージドポリシー AmazonAthenaFullAccess

インラインポリシー (ベーシッ
ク) { 

    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "lakeformation:GetDataAccess", 
                "glue:GetTable", 
                "glue:GetTables", 
                "glue:SearchTables", 
                "glue:GetDatabase", 
                "glue:GetDatabases", 
                "glue:GetPartitions", 
                "lakeformation:GetResourceLFTags", 
                "lakeformation:ListLFTags", 
                "lakeformation:GetLFTag", 
                "lakeformation:SearchTablesByLFTags", 
                "lakeformation:SearchDatabasesByLFTags"               
   
           ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

(オプション) インラインポリ
シー (トランザクション内での
操作を含む、管理対象テーブル
での操作用)

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "lakeformation:StartTransaction", 
                "lakeformation:CommitTransaction", 
                "lakeformation:CancelTransaction", 
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ポリシータイプ ポリシー
                "lakeformation:ExtendTransaction", 
                "lakeformation:DescribeTransaction", 
                "lakeformation:ListTransactions", 
                "lakeformation:GetTableObjects", 
                "lakeformation:UpdateTableObjects", 
                "lakeformation:DeleteObjectsOnCancel" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

ワークフローロールの許可
このロールには、ワークフローを実行するために必要な許可があります。これらの許可を持つロールは、
ワークフローを作成するときに指定します。

Important

以下のポリシーでは、<region> を有効な AWS リージョン識別子 (us-east-1 な
ど)、<account-id> を有効な AWS アカウント番号、<workflow_role> をワークフローロー
ルの名前、および <your-s3-cloudtrail-bucket> を AWS CloudTrail ログへの Amazon S3 
パスに置き換えてください。

ポリシータイプ ポリシー

AWS マネージドポリシー AWSGlueServiceRole

インラインポリシー (データア
クセス) { 

    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "Lakeformation", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                 "lakeformation:GetDataAccess", 
                 "lakeformation:GrantPermissions" 
             ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

インラインポリシー (ワークフ
ローロールのための PassRole 
ポリシー)

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "PassRolePermissions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:PassRole" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::<account-id>:role/<workflow_role>" 
            ] 
        } 
    ]
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ポリシータイプ ポリシー
}

インラインポリシー (AWS 
CloudTrail ログなどのデータレ
イク外のデータの取り込み用)

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": ["s3:GetObject", "s3:ListBucket"], 
            "Resource": ["arn:aws:s3:::<your-s3-cloudtrail-bucket>/*"] 
        } 
    ]
}
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Lake Formation のトラブルシュー
ティング

AWS Lake Formation の使用時に問題が発生した場合は、このセクションのトピックを参照してくださ
い。

トピック
• 一般的なトラブルシューティング (p. 334)
• クロスアカウントアクセスのトラブルシューティング (p. 335)
• ブループリントとワークフローのトラブルシューティング (p. 338)
• AWS Lake Formation の既知の問題 (p. 340)

一般的なトラブルシューティング
この情報を使用して、さまざまな Lake Formation 問題の診断と修正に役立ててください。

エラー: Insufficient Lake Formation permissions on 
<Amazon S3 location> (<Amazon S3 のロケーション> 
に対する Lake Formation 許可が不十分です)
Data Catalog リソースがポイントする Amazon S3 ロケーションに対するデータロケーション許可がない
まま、そのリソースの作成または変更が試行されました。

Data Catalog データベースまたはテーブルが Amazon S3 のロケーションをポイントする場合は、Lake 
Formation の CREATE_TABLE または ALTER 許可を付与するときに、そのロケーションに対する
DATA_LOCATION_ACCESS 許可も付与する必要があります。外部のアカウントまたは組織にこれらの許可
を付与している場合は、grant オプションを含める必要があります。

これらの許可が外部アカウントに付与されたら、そのアカウントのデータレイク管理者は、アカウント内
のプリンシパル (ユーザーまたはロール) に許可を付与する必要があります。別のアカウントから受け取っ
た DATA_LOCATION_ACCESS 許可を付与するときは、所有者アカウントのカタログ ID (AWS アカウント 
ID) を指定する必要があります。所有者アカウントは、ロケーションを登録したアカウントです。

詳細については、「基盤となるデータのアクセスコントロール (p. 297)」および「データロケーション許
可の付与 (p. 163)」を参照してください。

エラー:「Insufficient encryption key permissions for 
Glue API」(Glue API の暗号化キー許可が不十分です)
暗号化された Data Catalog の AWS KMS 暗号化キーに対する AWS Identity and Access Management 
(IAM) 許可がないまま、Lake Formation 許可の付与が試行されました。
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マニフェストを使用する Amazon Athena または 
Amazon Redshift クエリが失敗します
Lake Formation は、マニフェストを使用するクエリをサポートしません。

エラー:「Insufficient Lake Formation permission(s): 
Required create tag on catalog」(Lake Formation 許可
が不十分です: カタログに対する必須の create タグ)
ユーザー/ロールは、データレイク管理者である必要があります。

クロスアカウントアクセスのトラブルシューティン
グ

この情報を使用して、クロスアカウントアクセス問題の診断と修正に役立ててください。

トピック
• クロスアカウント Lake Formation 許可を付与しましたが、受領者がリソースを表示できませ

ん (p. 335)
• 受領者アカウントのプリンシパルは、Data Catalog リソースを表示することはできますが、基盤とな

るデータにはアクセスできません。 (p. 336)
• AWS RAM リソース共有招待を承諾するときのエラー:「Association failed because the caller was not 

authorized」(呼び出し元が認可されていないため、関連付けに失敗しました) (p. 336)
• エラー:「Not authorized to grant permissions for the resource」(リソースの許可を付与する権限があり

ません) (p. 337)
• エラー:「AWS 組織の情報を取得するためのアクセスが拒否されました」 (p. 337)
• エラー:「Organization <organization-ID> not found」(組織 <organization-ID> が見つかりませ

ん) (p. 337)
• エラー:「Insufficient Lake Formation permissions: Illegal combination」(Lake Formation 許可が不十分

です: 不正な組み合わせ) (p. 337)
• 外部アカウントへのリクエストを許可/取り消ししたときに発生する 

ConcurrentModificationException (p. 337)
• Amazon EMR を使用して、クロスアカウント経由で共有されたデータにアクセスする際のエ

ラー (p. 338)

クロスアカウント Lake Formation 許可を付与しまし
たが、受領者がリソースを表示できません
• 受領者アカウントのユーザーはデータレイク管理者ですか。共有時にリソースを表示できるのは、デー

タレイク管理者のみです。
• 名前付きリソース方式を使用して組織外のアカウントとの共有を行っていますか。その場合、受領者ア

カウントのデータレイク管理者が AWS Resource Access Manager (AWS RAM) でリソース共有招待を
承諾する必要があります。
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Catalog リソースを表示することはできます
が、基盤となるデータにはアクセスできません。

詳細については、「the section called “AWS RAM リソース共有招待の承諾” (p. 143)」を参照してくださ
い。

• AWS Glue でアカウントレベルの (Data Catalog) リソースポリシーを使用していますか。使用している
ならば、名前付きリソース方式を使用する場合、AWS RAM がユーザーに代わってポリシーを共有する
ことを認可する特別なステートメントをポリシーに含める必要があります。

詳細については、「the section called “AWS Glue と Lake Formation の両方を使用したクロスアカウン
ト許可の管理” (p. 207)」を参照してください。

• クロスアカウントアクセス権を付与するために必要な AWS Identity and Access Management (IAM) 許可
を持っていますか。

詳細については、「the section called “前提条件” (p. 191)」を参照してください。
• 許可を付与したリソースには、IAMAllowedPrincipals グループに付与された Lake Formation 許可

がない必要があります。
• アカウントレベルポリシーに、リソースに対する deny ステートメントがありますか。

受領者アカウントのプリンシパルは、Data Catalog リ
ソースを表示することはできますが、基盤となるデー
タにはアクセスできません。
受領者アカウントのプリンシパルは、必要な AWS Identity and Access Management (IAM) 許可を持ってい
る必要があります。詳細については、「共有テーブルの基盤となるデータへのアクセス (p. 203)」を参照
してください。

AWS RAM リソース共有招待を承諾するときのエ
ラー:「Association failed because the caller was not 
authorized」(呼び出し元が認可されていないため、関
連付けに失敗しました)
リソースへのアクセス権を別のアカウントに付与した後で、受領側アカウントがリソース共有招待を承諾
しようとすると、アクションが失敗します。

$ aws ram get-resource-share-associations --association-type PRINCIPAL --resource-
share-arns arn:aws:ram:aws-region:444444444444:resource-share/e1d1f4ba-xxxx-xxxx-xxxx-
xxxxxxxx5d8d
{ 
    "resourceShareAssociations": [ 
        { 
            "resourceShareArn": "arn:aws:ram:aws-region:444444444444:resource-share/
e1d1f4ba-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxx5d8d
", 
            "resourceShareName": "LakeFormation-MMCC0XQBH3Y", 
            "associatedEntity": "5815803XXXXX", 
            "associationType": "PRINCIPAL", 
            "status": "FAILED", 
            "statusMessage": "Association failed because the caller was not authorized.", 
            "creationTime": "2021-07-12T02:20:10.267000+00:00", 
            "lastUpdatedTime": "2021-07-12T02:20:51.830000+00:00", 
            "external": true 
        } 
    ]
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エラー:「Not authorized to grant permissions for the 

resource」(リソースの許可を付与する権限がありません)

}

このエラーは、受領側アカウントがリソース共有招待を承諾するときに AWS Glue によって
glue:PutResourcePolicy が呼び出されるために発生します。この問題を解決するには、プロデュー
サー/付与者アカウントによって使用される、引き受けられたロールによる glue:PutResourcePolicy
アクションを許可します。

エラー:「Not authorized to grant permissions for the 
resource」(リソースの許可を付与する権限がありませ
ん)
別のアカウントが所有するデータベースまたはテーブルに対するクロスアカウント許可の付与が試行され
ました。データベースまたはテーブルがアカウントと共有されている場合、データレイク管理者としてこ
れらに対する許可を付与できるのは、アカウント内のユーザーのみです。

エラー:「AWS 組織の情報を取得するためのアクセス
が拒否されました」
アカウントは AWS Organizations 管理アカウントであり、そのアカウント内の組織単位などの組織情報を
取得するために必要な許可がありません。

詳細については、「Required permissions for cross-account grants (p. 191)」を参照してください。

エラー:「Organization <organization-ID> not found」
(組織 <organization-ID> が見つかりません)
組織とのリソースの共有が試行されましたが、組織との共有が有効になっていません。組織とのリソース
共有を有効にしてください。

詳細については、「AWS RAM ユーザーガイド」の「AWS Organizations との共有を有効にする」を参照
してください。

エラー:「Insufficient Lake Formation permissions: 
Illegal combination」(Lake Formation 許可が不十分で
す: 不正な組み合わせ)
リソースの IAMAllowedPrincipals グループに Lake Formation 許可が付与されているとき
に、ユーザーが Data Catalog リソースを共有しました。ユーザーは、リソースを共有する前に
IAMAllowedPrincipals からすべての Lake Formation 許可を取り消す必要があります。

外部アカウントへのリクエストを許可/取り消ししたと
きに発生する ConcurrentModificationException
ユーザーが LF タグポリシーのプリンシパルに対する許可リクエストを複数同時に許可または取り
消すと、Lake Formation は ConcurrentModificationException をスローします。ユーザーはこの例
外を捕捉し、失敗した許可/取り消しリクエストを再試行する必要があります。バッチバージョンの
GrantPermissions/RevokePermissions API オペレーション (BatchGrantPermissions および
BatchRevokePermissions) を使用すると、同時許可/取り消しリクエストの数を減らすことで、この問題は
ある程度緩和されます。
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Amazon EMR を使用して、クロスアカウント経由で
共有されたデータにアクセスする際のエラー
Amazon EMR を使用して他のアカウントから共有されているデータにアクセスすると、一部の Spark ライ
ブラリは Glue:GetUserDefinedFunctions API オペレーションの呼び出しを試みます。AWS RAM マ
ネージドアクセス許可のバージョン 1 と 2 はこのアクションをサポートしていないため、次のエラーメッ
セージが表示されます。

"ERROR: User: arn:aws:sts::012345678901:assumed-role/my-spark-role/
i-06ab8c2b59299508a is not authorized to perform: glue:GetUserDefinedFunctions 
on resource: arn:exampleCatalogResource because no resource-based policy allows 
the glue:GetUserDefinedFunctions action"

このエラーを解決するには、リソース共有を作成したデータレイク管理者が、リソース共有にアタッチさ
れている AWS RAM マネージドアクセス許可を更新する必要があります。AWS RAM マネージドアクセス
許可のバージョン 3 では、プリンシパルが glue:GetUserDefinedFunctions アクションを実行できま
す。

新しいリソース共有を作成すると、Lake Formation はデフォルトで AWS RAM マネージドアクセス許可の
最新バージョンを適用するため、ユーザーによる操作は必要ありません。既存のリソース共有へのクロス
アカウントデータアクセスを有効にするには、AWS RAM マネージドアクセス許可をバージョン 3 に更新
する必要があります。

AWS RAM でユーザーと共有されているリソースに割り当てられている AWS RAM アクセス許可を確認で
きます。バージョン 3 には次のアクセス許可が含まれています。

Databases 
  AWSRAMPermissionGlueDatabaseReadWriteForCatalog  
  AWSRAMPermissionGlueDatabaseReadWrite 
     
Tables 
  AWSRAMPermissionGlueTableReadWriteForCatalog 
  AWSRAMPermissionGlueTableReadWriteForDatabase 
     
AllTables 
  AWSRAMPermissionGlueAllTablesReadWriteForCatalog 
  AWSRAMPermissionGlueAllTablesReadWriteForDatabase 
    

既存のリソース共有の AWS RAM マネージドアクセス許可のバージョンを更新するには

ユーザー (データレイク管理者) は、AWS RAM ユーザーガイドの手順に従ってAWS RAM マネージドアク
セス許可を新しいバージョンに更新するか、リソースタイプの既存のアクセス許可をすべて取り消して再
付与することができます。アクセス許可を取り消すと、AWS RAM はそのリソースタイプに関連付けられ
ている AWS RAM リソース共有を削除します。アクセス許可を再付与すると、AWS RAM は最新バージョ
ンの AWS RAM マネージドアクセス許可をアタッチした新しいリソース共有を作成します。

ブループリントとワークフローのトラブルシュー
ティング

この情報を使用して、ブループリントとワークフローの問題の診断と修正に役立ててください。

トピック

338

https://docs.aws.amazon.com/ram/latest/userguide/working-with-sharing-update-permissions.html
https://docs.aws.amazon.com/ram/latest/userguide/working-with-sharing-update-permissions.html


AWS Lake Formation デベロッパーガイド
ブループリントが「User: <user-ARN> is not 

authorized to perform: iam:PassRole on resource: 
<role-ARN>」(ユーザー: <user-ARN> にはリ
ソース: <role-ARN> で iam:PassRole を実行
する許可がありません) エラーで失敗しました

• ブループリントが「User: <user-ARN> is not authorized to perform: iam:PassRole on resource: <role-
ARN>」(ユーザー: <user-ARN> にはリソース: <role-ARN> で iam:PassRole を実行する許可がありま
せん) エラーで失敗しました (p. 339)

• ワークフローが「User: <user-ARN> is not authorized to perform: iam:PassRole on resource: <role-
ARN>」(ユーザー: <user-ARN> にはリソース: <role-ARN> で iam:PassRole を実行する許可がありま
せん) エラーで失敗しました (p. 339)

• ワークフローのクローラが「Resource does not exist or requester is not authorized to access 
requested permissions」(リソースが存在しないかリクエストされた認可にアクセスする権限がリクエ
スト元にありません) エラーで失敗しました (p. 340)

• ワークフローのクローラが「An error occurred (AccessDeniedException) when calling the CreateTable 
operation...」(CreateTable 操作の呼び出し時にエラーが発生しました (AccessDeniedException)) で失
敗しました (p. 340)

ブループリントが「User: <user-ARN> is not 
authorized to perform: iam:PassRole on resource: 
<role-ARN>」(ユーザー: <user-ARN> にはリソース: 
<role-ARN> で iam:PassRole を実行する許可がありま
せん) エラーで失敗しました
選択されたロールを渡すために十分な許可を持たないユーザーによって、ブループリントの作成が試行さ
れました。

ロールを渡すことができるようにユーザーの IAM ポリシーを更新するか、必要な PassRole 許可を持つ異
なるロールを選択することをユーザーに依頼してください。

詳細については、「Lake Formation のペルソナと IAM 許可のリファレンス (p. 327)」を参照してくださ
い。

ワークフローが「User: <user-ARN> is not authorized 
to perform: iam:PassRole on resource: <role-ARN>」
(ユーザー: <user-ARN> にはリソース: <role-ARN> で 
iam:PassRole を実行する許可がありません) エラーで
失敗しました
ワークフローに指定したロールに、ロールがそれ自体を渡すことを許可するインラインポリシーがありま
せんでした。

詳細については、「the section called “ワークフロー用の IAM ロールを作成する” (p. 9)」を参照してくださ
い。
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ワークフローのクローラが「Resource does not 

exist or requester is not authorized to access 
requested permissions」(リソースが存在しない

かリクエストされた認可にアクセスする権限がリ
クエスト元にありません) エラーで失敗しましたワークフローのクローラが「Resource does not exist 

or requester is not authorized to access requested 
permissions」(リソースが存在しないかリクエストさ
れた認可にアクセスする権限がリクエスト元にありま
せん) エラーで失敗しました
原因の 1 つとして、渡されたロールがターゲットデータベースにテーブルを作成するために十分な許可を
持っていなかったことが考えられます。データベースに対する CREATE_TABLE 許可をロールに付与して
ください。

ワークフローのクローラが「An error occurred 
(AccessDeniedException) when calling the 
CreateTable operation...」(CreateTable 操
作の呼び出し時にエラーが発生しました 
(AccessDeniedException)) で失敗しました
原因の 1 つとして、ワークフローロールがターゲットストレージロケーションに対するデータロケーショ
ン許可を持っていなかったことが考えられます。データロケーション許可をロールに付与してください。

詳細については、「the section called “DATA_LOCATION_ACCESS” (p. 217)」を参照してください。

AWS Lake Formation の既知の問題
AWS Lake Formation のこれらの既知の問題を確認します。

トピック
• テーブルメタデータのフィルタリングの制限 (p. 340)
• 除外された列の名前変更に関する問題 (p. 341)
• CSV テーブルの列の削除に関する問題 (p. 341)
• テーブルパーティションを共通パスの下に追加する必要性 (p. 341)
• ワークフロー作成時におけるデータベースの作成に関する問題 (p. 341)
• ユーザーの削除後での再作成に関する問題 (p. 342)
• GetTables および SearchTables API が IsRegisteredWithLakeFormation パラメータの値を更新しな

い (p. 342)
• Data Catalog API 操作が IsRegisteredWithLakeFormation パラメータの値を更新しない (p. 342)
• Lake Formation 操作が AWS Glue スキーマレジストリをサポートしない (p. 342)

テーブルメタデータのフィルタリングの制限
AWS Lake Formation の列レベルの許可は、テーブル内の特定の列へのアクセスを制限するために使用で
きます。ユーザーがコンソールや glue:GetTable のような API を使用してテーブルに関するメタデータ
を取得する場合、テーブルオブジェクトの列リストには、ユーザーがアクセスできるフィールドのみが含
まれます。このメタデータフィルタリングの制限を理解しておくことが重要です。
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除外された列の名前変更に関する問題

Lake Formation は、統合サービスが列の許可に関するメタデータを利用できるようにしますが、クエリ応
答内の列の実際のフィルタリングは統合サービスの責任になります。Amazon Athena、Amazon Redshift 
Spectrum、および Amazon EMR などの列レベルのフィルタリングをサポートする Lake Formation クラ
イアントは、Lake Formation に登録された列の許可に基づいてデータをフィルタリングします。ユーザー
が、アクセス権を持つべきではないデータを読み取ることはできません。現在、AWS Glue ETL は列フィ
ルタリングをサポートしていません。

Note

EMR クラスターは、AWS が完全に管理しているわけではありません。このため、データへの不
正アクセスを回避するためのクラスターの適切なセキュア化は、EMR 管理者の責任になります。

特定のアプリケーションまたはフォーマットでは、列の名前やタイプなどの追加のメタデータが、テーブ
ルのプロパティとして Parameters マップに保存される場合があります。これらのプロパティは変更され
ずに返され、いずれかの列に対して SELECT 許可を持っていれば、どのユーザーでもアクセスすることが
できます。

例えば、Avro SerDe は avro.schema.literal というテーブルプロパティにテーブルスキーマの JSON 
表現を保存し、このテーブルにアクセスできるすべてのユーザーが利用できます。機密情報をテーブルプ
ロパティに保存することは避け、ユーザーが Avro 形式のテーブルの完全なスキーマを把握できることに
留意することが推奨されます。この制限は、テーブルに関するメタデータに固有のものです。

呼び出し元がテーブル内のすべての列に対する SELECT 許可を持っていない場合、AWS Lake Formation 
は、glue:GetTable、またはこれに似たリクエストに応答するときに、spark.sql.sources.schema
で始まるすべてのテーブルプロパティを削除します。これは、ユーザーが Apache Spark で作成された
テーブルに関する追加のメタデータにアクセスできないようにします。Apache Spark アプリケーション
は、Amazon EMR で実行しても引き続きこれらのテーブルを読み取ることができますが、特定の最適化が
適用されない場合があり、大文字と小文字を区別する列名はサポートされません。ユーザーがテーブル内
のすべての列にアクセスできる場合、Lake Formation は、変更されていないテーブルをすべてのテーブル
プロパティと共に返します。

除外された列の名前変更に関する問題
列レベルの許可を使用して列を除外してから列の名前を変更すると、その列は SELECT * などのクエリか
ら除外されなくなります。

CSV テーブルの列の削除に関する問題
CSV 形式で Data Catalog のテーブルを作成した後でスキーマから列を削除すると、クエリが誤ったデー
タを返し、列レベルの許可が守られない場合があります。

回避方法: その代わりに新しいテーブルを作成します。

テーブルパーティションを共通パスの下に追加する必
要性
Lake Formation は、テーブルのすべてのパーティションが、テーブルの [location] (ロケーション) フィー
ルドに設定されている共通のパスの下にあることを期待します。これは、クローラを使用してカタログに
パーティションを追加する場合は問題なく機能しますが、パーティションを手動で追加し、これらのパー
ティションが親テーブルに設定されたロケーションの下にない場合はデータアクセスが機能しません。

ワークフロー作成時におけるデータベースの作成に関
する問題
Lake Formation コンソールを使用してブループリントからワークフローを作成するときは、ターゲット
データベースが存在しなければ、それを作成することができます。これを実行するとき、作成されるデー
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ユーザーの削除後での再作成に関する問題

タベースに対する CREATE_TABLE 許可を取得するのは、サインインしているユーザーです。しかし、
ワークフローが生成するクローラは、テーブルの作成試行時にワークフローのロールを引き受けます。
このロールにはデータベースに対する CREATE_TABLE 許可がないことから、テーブルの作成は失敗しま
す。

回避方法: ワークフローのセットアップ中にコンソールからデータベースを作成する場合は、ワークフロー
を実行する前に、作成したばかりのデータベースに対する CREATE_TABLE 許可をワークフローに関連付
けられているロールに付与する必要があります。

ユーザーの削除後での再作成に関する問題
以下のシナリオは、lakeformation:ListPermissions によって返される誤った Lake Formation 許可
の原因になります。

1. ユーザーを作成し、Lake Formation 許可を付与。
2. ユーザーを削除。
3. 同じ名前のユーザーを再度作成。

ListPermissions は、古いユーザー向けのエントリと、新しいユーザー向けのエントリの 2 つのエント
リを返します。古いユーザーに付与された許可を取り消そうとすると、それらの許可は新しいユーザーか
らも取り消されます。

GetTables および SearchTables API が
IsRegisteredWithLakeFormation パラメータの
値を更新しない
GetTables および SearchTables などの Data Catalog API 操作が
IsRegisteredWithLakeFormation parameter の値を更新せず、デフォルトである false を返すとい
う既知の制限があります。IsRegisteredWithLakeFormation parameter の正しい値を表示するに
は、GetTable API を使用することが推奨されます。

Data Catalog API 操作が
IsRegisteredWithLakeFormation パラメータの
値を更新しない
GetTables および SearchTables などの Data Catalog API 操作が
IsRegisteredWithLakeFormation パラメータの値を更新せず、デフォルト値の false を返すとい
う既知の制限があります。IsRegisteredWithLakeFormation パラメータの正しい値を表示するに
は、GetTable API を使用することが推奨されます。

Lake Formation 操作が AWS Glue スキーマレジスト
リをサポートしない
Lake Formation 操作は、StorageDescriptor に SchemaReference が含まれる AWS Glue テーブル
のスキーマレジストリでの利用をサポートしません。
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許可

AWS Lake Formation API
Note

AWS Lake Formation サービスの更新された API リファレンスが利用可能になりました。
表示中のページはまもなく削除されます。

目次
• 許可 API (p. 343)

• 操作 (p. 343)
• データ型 (p. 343)

• データレイク設定 API (p. 344)
• 操作 (p. 344)
• データ型 (p. 344)

• 認証情報供給 API (p. 344)
• 操作 (p. 344)
• データ型 (p. 344)

• API のタグ付け (p. 345)
• 操作 (p. 345)
• データ型 (p. 345)

• データフィルター API (p. 345)
• 操作 (p. 345)
• データ型 (p. 346)

• 一般的なデータ型 (p. 346)
• ErrorDetail 構造 (p. 346)
• 文字列パターン (p. 346)

許可 API
「アクセス許可 API」セクションは、AWS Lake Formation でのアクセス許可の付与と取り消しに必要な
オペレーションとデータ型について説明します。すべての AWS Lake Formation API オペレーションと
データ型については、Lake Formation API リファレンスガイドを参照してください。

操作
• GrantPermissions
• RevokePermissions
• BatchGrantPermissions
• BatchRevokePermissions
• GetEffectivePermissionsForPath
• ListPermissions

データ型
• [Resource] (リソース)
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データレイク設定

• DatabaseResource
• TableResource
• TableWithColumnsResource
• DataCellsFilterResourcee
• DataLocationResource
• DataLakePrincipal
• PrincipalPermissions
• PrincipalResourcePermissions
• DetailsMap
• ColumnWildcard
• BatchPermissionsRequestEntry
• BatchPermissionsFailureEntry

データレイク設定 API
このセクションには、データレイク管理者を管理するためのデータレイク設定 API オペレーションとデー
タ型が含まれています。

操作
• GetDataLakeSettings
• PutDataLakeSettings

データ型
• DataLakeSettings

認証情報供給 API
「認証情報供給 API」セクションは、認証情報を供給し、データレイクリソースを登録および管理するた
めの AWS Lake Formation サービスの使用に関連するオペレーションとデータ型について説明します。

操作
• RegisterResource
• DeregisterResource
• ListResources
• GetUnfilteredTableMetadata
• GetUnfilteredPartitionsMetadata
• GetTemporaryGluePartitionCredentials
• GetTemporaryGlueTableCredentials

データ型
• FilterCondition
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タグ付け

• RowFilter
• ResourceInfo

API のタグ付け
「タグ付け API」セクションは、属性またはキーと値ペアのタグに対するアクセス許可モデルを定義す
る、認可戦略に関連するオペレーションとデータ型について説明します。

操作
• AddLFTagsToResource
• RemoveLFTagsFromResource
• GetResourceLFTags
• ListLFTags
• CreateLFTag
• GetLFTag
• UpdateLFTag
• DeleteLFTag
• SearchTablesByLFTags
• SearchDatabasesByLFTags

データ型
• LFTagKeyResource
• LFTagPolicyResource
• TaggedTable
• TaggedDatabase
• LFTag
• LFTagPair
• LFTagError
• ColumnLFTag

データフィルター API
データフィルター API は、AWS Lake Formation でデータセルフィルターを管理する方法を記述します。

操作
• CreateDataCellsFilter
• DeleteDataCellsFilter
• ListDataCellsFilter
• GetDataCellsFilter
• UpdateDataCellsFilter
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 —  データ型  —

データ型
• DataCellsFilter
• RowFilter

一般的なデータ型
一般的なデータ型は、AWS Lake Formation でのその他の一般的なデータ型を記述します。

ErrorDetail 構造
エラーに関する詳細が含まれています。

フィールド

• ErrorCode – UTF-8 文字列、1～255 バイト長、Single-line string pattern (p. 346) に一致。

このエラーに関連付けられたコード。
• ErrorMessage – 説明文字列、2048 バイト長以下、URI address multi-line string pattern (p. 346) に一

致。

エラーを説明するメッセージ。

文字列パターン
API は、さまざまな文字列パラメータとメンバーの有効コンテンツを定義するために、以下の正規表現を
使用します。

• 単一行文字列パターン – 「[\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-\uDBFF\uDFFF
\t]*」

• URI アドレスの複数行文字列パターン – 「[\u0020-\uD7FF\uE000-\uFFFD\uD800\uDC00-
\uDBFF\uDFFF\r\n\t]*」

• カスタム文字列パターン 3 – 「^\w+\.\w+\.\w+$」
• カスタム文字列パターン 4 – 「^\w+\.\w+$」
• カスタム文字列パターン 5 – 「arn:aws:iam::[0-9]*:role/.*」
• カスタム文字列パターン 6 – 「arn:aws:iam::[0-9]*:user/.*」
• カスタム文字列パターン 7 – 「arn:aws:iam::[0-9]*:group/.*」
• カスタム文字列パターン 8 – 「arn:aws:iam::[0-9]*:saml-provider/.*」
• カスタム文字列パターン 9 – 「^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:\/=+\-@%]*)$」
• カスタム文字列パターン 10 – 「^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:\*\/=+\-@%]*)$」
• カスタム文字列パターン 11 – 「[\p{L}\p{N}\p{P}]*」
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サポートされている リージョン
AWS Lake Formation がサポートする AWS リージョンについては、「AWS Lake Formation の料金」を参
照してください。

各リージョンの Lake Formation サービスエンドポイントと Lake Formation のサービスクォータのリスト
については、「AWS Lake Formation エンドポイントとクォータ」を参照してください。

Lake Formation の管理対象テーブル、トランザクションサポート、およびストレージ最適化機能は、以下
の AWS リージョン で利用できます。

Note

Amazon Athena エンジンバージョン 3 または Redshift Spectrum を使用すると、すべてのリー
ジョンでセルレベルのセキュリティを利用できます。他のサービスでは、セルレベルのセキュリ
ティは以下のリージョンでのみ利用できます。

リージョン名 リージョンパラメータ エンドポイント

米国東部 (バージニア北部) us-east-1 lakeformation.us-
east-1.amazonaws.com

lakeformation-fips.us-
east-1.amazonaws.com

米国東部 (オハイオ) us-east-2 lakeformation.us-
east-2.amazonaws.com

lakeformation-fips.us-
east-2.amazonaws.com

米国西部 (オレゴン) us-west-2 lakeformation.us-
west-2.amazonaws.com

lakeformation-fips.us-
west-2.amazonaws.com

アジアパシフィック (ムンバ
イ)

ap-south-1 lakeformation.ap-
south-1.amazonaws.com

アジアパシフィック (ソウ
ル)

ap-northeast-2 lakeformation.ap-
northeast-2.amazonaws.com

アジアパシフィック (シンガ
ポール)

ap-southeast-1 lakeformation.ap-
southeast-1.amazonaws.com

アジアパシフィック (シド
ニー)

ap-southeast-2 lakeformation.ap-
southeast-2.amazonaws.com

アジアパシフィック (東京) ap-northeast-1 lakeformation.ap-
northeast-1.amazonaws.com

欧州 (フランクフルト) eu-central-1 lakeformation.eu-
central-1.amazonaws.com

欧州 (アイルランド) eu-west-1 lakeformation.eu-
west-1.amazonaws.com
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リージョン名 リージョンパラメータ エンドポイント

欧州 (ロンドン) eu-west-2 lakeformation.eu-
west-2.amazonaws.com

欧州 (ストックホルム) eu-north-1 lakeformation.eu-
north-1.amazonaws.com

カナダ (中部) ca-central-1 lakeformation.ca-
central-1.amazonaws.com

南米 (サンパウロ) sa-east-1 lakeformation.sa-
east-1.amazonaws.com
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AWS Lake Formation のドキュメント
履歴

以下は、AWS Lake Formation のドキュメントに対する重要な変更を説明する表です。

変更 説明 日付

データ共有のドキュメントを追
加しました (p. 349)

Lake Formation のアクセス許可
を使用して、Amazon Redshift 
からデータ共有内のデータを安
全に管理できるようになりまし
た。Lake Formation は、AWS 
Data Exchange を通じてデー
タへのライセンスアクセスをサ
ポートします。詳細については、
「AWS Lake Formation でのデー
タの共有」を参照してください。

2022 年 11 月 30 日

プリンシパルとのクロスアカウ
ントデータの直接共有のサポー
ト (p. 349)

別のアカウントの IAM プリンシ
パルとデータを直接共有する方法
についての情報を追加しました。
詳細については、「AWS Lake 
Formation でのクロスアカウント
データ共有」を参照してくださ
い。

2022 年 11 月 10 日

TBAC を使用した、AWS RAM 
が有効なデータ共有のサポー
ト (p. 349)

「クロスアカウント付与」に 
AWS Resource Access Manager 
が使用するデータカタログのアク
セス許可を付与する LF-TBAC 方
式に関する情報を追加しました。

2022 年 11 月 10 日

他のサービスとの連携に関
するセクションを追加しまし
た (p. 349)

Athena、AWS Glue Redshift 
Spectrum、Amazon EMR な
どの AWS のサービスが Lake 
Formation を使用して、Lake 
Formation に登録された Amazon 
S3 ロケーションにあるデータに
安全にアクセスする方法について
の情報を追加しました。詳細につ
いては、「他の AWS サービスで
の使用 (p. 314)」を参照してくだ
さい。

2022 年 11 月 10 日

??? (p. 349) Amazon EMR を使用してクロ
スアカウントデータにアクセ
スする際の、エラーのトラブル
シューティングに関する情報を
追加しました。詳細については、
「Amazon EMR を使用して、ク
ロスアカウント経由で共有され
たデータにアクセスする際のエ

2022 年 11 月 7 日
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ラー (p. 338)」を参照してくださ
い。

クロスアカウントのリソース共
有の更新 (p. 349)

Lake Formation でのクロスア
カウントのリソース共有の仕
組みに関する説明を追加しまし
た。AWSLakeFormationCrossAccountManager
ポリシーへの変更を文書化しまし
た。

2022 年 5 月 6 日

新規チュートリアル (p. 349) 管理対象テーブルの作成、デー
タレイクの保護、データレイクの
共有に関する新しいチュートリア
ルを追加しました。詳細について
は、「入門チュートリアル」セク
ションを参照してください。

2022 年 4 月 20 日

新しい Lake Formation ランディ
ングページ (p. 349)

Lake Formation ランディン
グページを更新して、Lake 
Formation を使用してデータレイ
クの構築、データの取り込み、
データレイクの共有、データレ
イクの保護を行う方法についてス
テップバイステップの手順を提供
するチュートリアルへのリンクを
含めました。

2022 年 4 月 20 日

認証情報供給のサポー
ト (p. 349)

認証情報供給に関する情報を追
加しました。これにより、Lake 
Formation は、認証情報供給 API 
操作を使用してサードパーティー
サービスが Lake Formation と統
合することを許可します。詳細に
ついては、「Lake Formation の
認証情報供給の仕組み」を参照し
てください。

2022 年 2 月 28 日

管理対象テーブルと高度なデー
タフィルタリングのサポー
ト (p. 349)

ACID トランザクション、自動
データ圧縮、およびタイムトラ
ベルクエリをサポートする管理
対象テーブルに関する情報を追
加しました。列レベルのセキュリ
ティ、行レベルのセキュリティ、
およびセルレベルのセキュリティ
をサポートするデータフィルター
の作成に関する情報を追加しま
した。詳細については、「Lake 
Formation の管理対象テーブル」
と「Lake Formation でのデータ
フィルタリングとセルレベルの
セキュリティ」を参照してくださ
い。

2021 年 11 月 30 日
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VPC インターフェイスエンドポ
イントのサポート (p. 349)

仮想プライベートクラウド (VPC) 
と Lake Formation 間の通信のす
べてが AWS ネットワーク内でセ
キュアに行われるように、Lake 
Formation 用の VPC インター
フェイスエンドポイントの作成
に関する情報を追加しました。詳
細については、「Lake Formation 
での VPC エンドポイントの使
用」を参照してください。

2021 年 10 月 11 日

VPC エンドポイントポリシーの
サポート (p. 349)

Lake Formation での仮想プライ
ベートクラウド (VPC) エンドポ
イントポリシーのサポートに関す
る情報を追加しました。詳細につ
いては、「Lake Formation での 
VPC エンドポイントの使用」を
参照してください。

2021 年 10 月 11 日

タグベースのアクセスコント
ロールのサポート (p. 349)

Lake Formation にタグベースの
アクセスコントロールは、LF タ
グを使用することによって Data 
Catalog リソースと基盤となる
データへのアクセスを管理する、
新しく、よりスケーラブルな方法
を提供します。詳細については、
「Lake Formation のタグベース
のアクセスコントロール」を参照
してください。

2021 年 5 月 7 日

Amazon EMR でのデータフィル
タリングに関する新しいオプト
イン要件。 (p. 349)

Lake Formation によって管理さ
れるデータの Amazon EMR によ
るフィルタリングを許可するため
のオプトイン要件に関する情報を
追加しました。詳細については、
「Amazon EMR でのデータフィ
ルタリングを許可する」を参照し
てください。

2020 年 10 月 9 日

Data Catalog データベースに対
する完全なクロスアカウント許
可の付与のサポート (p. 349)

CREATE_TABLE を含めた、AWS 
アカウント全体での Data 
Catalog データベースに対する完
全な Lake Formation 許可の付与
に関する情報を追加しました。
詳細については、「Data Catalog 
データベースの共有」を参照して
ください。

2020 年 10 月 1 日

SAML 経由で認証する Amazon 
Athena ユーザーのサポー
ト。 (p. 349)

JDBC または ODBC ドライバー
経由で接続し、Okta や Microsoft 
アクティブディレクトリフェデ
レーションサービス (AD FS) な
どの SAML ID プロバイダー経由
で認証する Athena ユーザーのサ
ポートに関する情報を追加しま
した。詳細については、「AWS 
サービスの Lake Formation との
統合」を参照してください。

2020 年 9 月 30 日
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暗号化された Data Catalog での
クロスアカウントアクセスのサ
ポート (p. 349)

Data Catalog が暗号化されてい
るときのクロスアカウント許可
の付与に関する情報を追加しまし
た。詳細については、「クロスア
カウントアクセスの前提条件」を
参照してください。

2020 年 7 月 30 日

データレイクへのクロスア
カウントアクセスのサポー
ト (p. 349)

Data Catalog データベースと
テーブルに対する AWS Lake 
Formation 許可の外部の AWS ア
カウントと組織への付与、および
外部アカウントから共有された 
Data Catalog オブジェクトへの
アクセスに関する情報を追加しま
した。詳細については、「クロス
アカウントアクセス」を参照して
ください。

2020 年 7 月 7 日

Amazon QuickSight との統
合 (p. 349)

Amazon QuickSight Enterprise 
Edition ユーザーに Lake 
Formation 許可を付与して、こ
れらのユーザーが登録された 
Amazon S3 ロケーションに格納
されているデータセットにアクセ
スできるようにする方法に関する
情報を追加しました。詳細につい
ては、「Data Catalog 許可の付
与」を参照してください。

2020 年 6 月 29 日

セットアップと使用開始に関す
る章の更新 (p. 349)

セットアップと使用開始に関す
る章を再編成し、改善しまし
た。データレイク管理者に推奨
される AWS Identity and Access 
Management (IAM) 許可を更新し
ました。

2020 年 2 月 27 日

AWS Key Management Service 
のサポート (p. 349)

Lake Formation による AWS 
Key Management Service (AWS 
KMS) のサポートが、登録された 
Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) ロケーションにあ
る暗号化データに対する読み取り
と書き込みを実行するための統合
サービスのセットアップをどのよ
うに簡素化するかに関する情報を
追加しました。AWS KMS keys 
を使用して暗号化された Amazon 
S3 ロケーションを登録する方法
に関する情報を追加しました。
詳細については、「データレイク
への Amazon S3 ロケーションの
追加 (p. 109)」を参照してくださ
い。

2020 年 2 月 27 日

ブループリントとデータレイク
管理者 IAM ポリシーに対する更
新 (p. 349)

増分データベースブループリント
の入力パラメータを明確にしまし
た。データレイク管理者に必要な 
IAM ポリシーを更新しました。

2019 年 12 月 20 日
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セキュリティに関する章の書き
直しとアップグレードに関する
章の改訂 (p. 349)

セキュリティとアップグレードに
関する章が改善されました。

2019 年 10 月 29 日

All (すべて) 許可の Super 
(スーパー) 許可への置き換
え (p. 349)

セキュリティとアップグレードに
関する章を更新して、All 許可
の Super 許可への置き換えを反
映しました。

2019 年 10 月 10 日

追加、訂正、および明確
化 (p. 349)

フィードバックに基づいて、追
加、修正、および明確化を行い
ました。セキュリティに関する
章を改訂しました。セキュリティ
とアップグレードに関する章を更
新して、Everyone グループの
IAMAllowedPrincipals グル
プへの置き換えを反映しました。

2019 年 9 月 11 日

新しいガイド (p. 349) 「AWS Lake Formation デベロッ
パーガイド」の初回リリースで
す。

2019 年 8 月 8 日
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AWS 用語集
最新の AWS 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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