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Amazon MSK とは

Amazon MSK デベロッパーガイドへ
ようこそ

へようこそAmazon MSK デベロッパーガイド。以下のトピックは、何をしようとしているかに基づいて、
このガイドの使用を開始する際に役立ちます。

• Amazon MSK クラスターを作成するには、Amazon MSK の使用を開始します。 (p. 5)チュートリア
ル

• Amazon MSK の機能をより深く掘り下げるAmazon MSK: 仕組み (p. 12)。
• でクラスター容量を管理およびスケーリングすることなく Apache Kafka を実行するMSK サーバーレ

ス (p. 61)。
• を使用するMSK Connect (p. 70)Apache Kafka クラスターとの間でデータをストリーミングします。

ハイライト、製品詳細、料金については、Amazon MSK。

Amazon MSK とは
Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) は、Apache Kafka を使ってストリーミ
ングデータを処理するアプリケーションの構築および実行を可能にする、フルマネージドサービスで
す。Amazon MSK は、クラスターの作成、更新、削除などに用いられるコントロールプレーンオペレー
ションを提供します。データの生成と消費などの、Apache Kafka データプレーンオペレーションを使用
することができます。これは、Apache Kafka のオープンソースバージョンを実行します。つまり、パート
ナーや Apache Kafka コミュニティの既存のアプリケーション、ツール、プラグインが、アプリケーショ
ンコードを変更することなくサポートされます。Amazon MSK を使用して、「the section called “サポー
ト対象の Apache Kafka バージョン” (p. 193)」にリストされている任意の Apache Kafka バージョンを使
用するクラスターを作成できます。

次の図表は、Amazon MSK の機能の概要を示しています。

1
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Amazon MSK とは

この図は、次のコンポーネント間のやり取りを示しています。

• ブローカーノード ― Amazon MSK クラスターの作成時に、Amazon MSK が各アベイラビリティーゾー
ンに作成するブローカーノードの数を指定します。この図に示すクラスターの例では、アベイラビリ
ティーゾーンごとに 1 つのブローカーがあります。各アベイラビリティーゾーンには、独自の仮想プラ
イベートクラウド (VPC) サブネットがあります。

• ZooKeeper ノード― Amazon MSK は、Apache も作成します ZooKeeper あなたのためのノード。ア
パッチ ZooKeeper は、信頼性の高い分散調整を可能にするオープンソースのサーバーです。

• プロデューサー、コンシューマー、およびトピック作成者 ― Amazon MSK では、トピックの作成とデー
タの生成および消費のために、Apache Kafka データプレーンオペレーションを使用できます。

2
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• クラスターオペレーション コントロールプレーンオペレーションの実行には、AWS Management 
Console、AWS Command Line Interface (AWS CLI) または SDK の API を使用できます。例え
ば、Amazon MSK クラスターを作成または削除したり、アカウント内のすべてのクラスターを一覧表示
したり、クラスターのプロパティを表示したり、クラスター内のブローカーの数とタイプの更新を行う
ことができます。

Amazon MSK は、クラスターの最も一般的な障害シナリオを検出して自動的に回復します。これにより、
プロデューサーおよびコンシューマーアプリケーションは、影響を最小限に抑えながら書き込みおよび読
み取り操作を継続できます。Amazon MSK は、ブローカー障害を検出すると、障害を軽減するか、異常ま
たは到達不能なブローカーを新しいブローカーに置き換えます。また、可能な場合は、Apache Kafka が複
製する必要があるデータを減らすために、古いブローカーからストレージを再利用します。可用性が影響
を受けるのは、Amazon MSK が検出と回復に必要とする時間に限定されます。回復後、プロデューサーと
コンシューマーのアプリは、障害発生前に使用したものと同じブローカー IP アドレスと通信し続けること
ができます。
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Sign up for AWS

Amazon MSK のセットアップ
Amazon MSK を初めて使用する前に、以下のタスクを完了してください。

タスク
• Sign up for AWS (p. 4)
• ライブラリとツールをダウンロードする (p. 4)

Sign up for AWS
AWS にサインアップすると、お客様の Amazon Web Services アカウント は Amazon MSKを含む AWS 
のすべてのサービスに対して自動的にサインアップされます。請求されるのは、使用したサービスの料金
のみです。

AWS アカウントを既にお持ちの場合は、次のタスクに進んでください。AWS アカウントをお持ちでない
場合は、以下の手順に従ってアカウントを作成してください。

Amazon Web Services 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。

ライブラリとツールをダウンロードする
以下のライブラリとツールは Amazon MSK での作業に役立ちます。

• AWS Command Line Interface (AWS CLI)は Amazon MSK をサポートしています。AWS CLI を使用す
ると、複数の Amazon Web Services をコマンドラインから制御したり、スクリプトで自動化したりで
きます。AWS CLIを最新バージョンにアップグレードして、Amazon MSK の機能をこのユーザーガイド
をサポートしていることを確認します。AWS CLI をアップグレードする方法の詳細については、AWS 
Command Line Interface のインストール を参照してください。AWS CLI をインストール後、設定を行
う必要があります。AWS CLI の設定方法の詳細については、aws configure (aws 設定) を参照してくだ
さい。

• Amazon Managed Streaming for Kafka API Reference でAmazon MSK がサポートする API オペレー
ションについて確認できます。

• Go、Java、.NET、Node.js、PHP JavaScript、Python、Ruby 用のAmazon Web Services SDK に
は、Amazon MSK のサポートとサンプルが含まれています。
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ステップ 1: クラスターを作成する

Amazon MSK の使用を開始します。
このチュートリアルでは、MSK クラスターを作成し、データを生成および消費し、メトリクスを使用して
クラスターのヘルスをモニタリングする方法の例を示します。この例は、MSK クラスターを作成するとき
に選択できるすべてのオプションを表しているわけではありません。このチュートリアルのさまざまな部
分では、簡単にするためにデフォルトのオプションを選択します。これは、MSK クラスターまたはクライ
アント インスタンスを設定するために機能する唯一のオプションであることを意味するものではありませ
ん。

トピック
• ステップ 1: Amazon MSK クラスターを作成する (p. 5)
• ステップ 2: IAM ロールを作成する (p. 6)
• ステップ 3: クライアントマシンを作成する (p. 7)
• ステップ 4: トピックを作成する (p. 8)
• ステップ 5: データの作成と利用 (p. 9)
• ステップ 6: Amazon CloudWatch を使用して Amazon MSK メトリックスを表示する (p. 10)
• ステップ 7:AWS このチュートリアル用に作成したリソースを削除する (p. 11)

ステップ 1: Amazon MSK クラスターを作成する
Amazon MSK の使用をスタートする (p. 5)のこのステップでは、Amazon MSK クラスターを作成しま
す。

AWS Management Console を使用して Amazon MSK クラスターを作成するには

1. AWS Management Console にサインインし、Amazon MSK コンソール https:// 
console.aws.amazon.com/msk/home?region=us-east-1#/home/ を開きます。

2. [Create cluster] (クラスターを作成) を選択します。
3. [作成方法] では、[クイック作成] オプションを選択したままにします。Quick Create オプションで

は、デフォルト設定でクラスターを作成できます。
4. [クラスター名] に、クラスターのわかりやすい名前を入力します。例え

ば、MSKTutorialCluster。
5. 一般的なクラスタープロパティでは、クラスタータイプとして「プロビジョニング済み」を選択しま

す。
6. 「すべてのクラスター設定」の表から、次の設定の値をコピーして保存します。このチュートリアル

の後半で必要になるためです。

• VPC
• サブネット
• VPC に関連するセキュリティグループ

7. [Create cluster] (クラスターを作成) を選択します。
8. クラスターの概要ページでクラスターのステータスを確認します。Amazon MSK がクラスターをプ

ロビジョニングすると、ステータスが「作成中」から「アクティブ」に変わります。ステータスが
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Active の場合、クラスターに接続できます。クラスターのステータスの詳細については、「」を参照
してくださいクラスターの状態 (p. 107)。

次のステップ

ステップ 2: IAM ロールを作成する (p. 6)

ステップ 2: IAM ロールを作成する
このステップでは、2 つのタスクを実行します。最初のタスクは、クラスターでトピックを作成し、それ
らのトピックにデータを送信するためのアクセスを許可する IAM ポリシーを作成することです。2 番目
のタスクは、IAM ロールを作成し、作成したポリシーをそのロールに関連付けることです。後のステップ
で、このロールを引き受けるクライアントマシンを作成し、それを使用してクラスター上にトピックを作
成し、そのトピックにデータを送信します。

トピックを作成し、書き込むことを可能にする IAM ポリシーを作成する

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Policies] (ポリシー) を選択します。
3. [Create Policy] (ポリシーの作成) を選択します。
4. JSON タブを選択し、エディタウィンドウの JSON を次の JSON に置き換えます。

region を、AWSクラスターを作成した地域のコードに置き換えます。[Account-ID] (アカウント 
ID) をお客様の アカウント ID に置き換えます。MSKTutorialCluster をクラスターの名前に置き換
えます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kafka-cluster:Connect", 
                "kafka-cluster:AlterCluster", 
                "kafka-cluster:DescribeCluster" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:kafka:region:Account-ID:cluster/MSKTutorialCluster/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kafka-cluster:*Topic*", 
                "kafka-cluster:WriteData", 
                "kafka-cluster:ReadData" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:kafka:region:Account-ID:topic/MSKTutorialCluster/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kafka-cluster:AlterGroup", 
                "kafka-cluster:DescribeGroup" 
            ], 
            "Resource": [ 
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ステップ 3: クライアントマシンを作成する

                "arn:aws:kafka:region:Account-ID:group/MSKTutorialCluster/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

セキュアポリシーを書き込む手順については、「the section called “IAM アクセスコントロー
ル” (p. 126)」を参照してください。

5. Next: Tags (次へ: タグ) を選択します。
6. [Next: Review] (次のステップ: レビュー) を選択します。
7. ポリシー名に、などのわかりやすい名前を入力しますmsk-tutorial-policy。
8. Create policy (ポリシーの作成) を選択します。

IAM ロールを作成し、ポリシーを適用する

1. ナビゲーションペインで [Roles] (ロール) を選択します。
2. Create role (ロールの作成) を選択します。
3. [Common use cases] (一般的なユースケース) で [EC2] を選択し、[Next: Permissions] (次へ: アクセス

許可) を選択します。
4. 検索ボックスで、以前にこのチュートリアル用に作成したポリシーの名前を入力します。次

に、Policy] の左側にあるボックスを選択します。
5. [Next: Tags] (次のステップ: タグ) を選択します。
6. [Next: Review] (次のステップ: レビュー) を選択します。
7. ロール名に、などのわかりやすい名前を入力しますmsk-tutorial-role。
8. Create role (ロールの作成) を選択します。

次のステップ

ステップ 3: クライアントマシンを作成する (p. 7)

ステップ 3: クライアントマシンを作成する
Amazon MSK の使用を開始する (p. 5)のこのステップでは、クライアントマシンを作成します。この
クライアントマシンを使用して、データを生成および消費するトピックを作成します。簡単にするため
に、このクライアントマシンを MSK クラスターに関連付けられた VPC に作成して、クライアントがクラ
スターに簡単に接続できるようにします。

クライアントマシンを作成するには

1. Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
2. [Launch Instances] (インスタンスの起動) を選択します。
3. クライアントマシンの名前 (など) を入力しますMSKTutorialClient。
4. [Amazon Machine Image (AMI)] (Amazon マシンイメージ (AMI) タイプには、[Amazon Linux 2 AMI 

(HVM)、[Amazon Linux 2 AMI (HVM)、SSD Volume Type] (Amazon Linux 2
5. t2.micro インスタンスタイプは選択したままにしておきます。
6. [key pair (ログイン)] で、[新しいキーペアを作成] を選択します。[キーペア名]MSKKeyPair に入力

し、[キーペアのダウンロード] を選択します。既存のキーペアを使用することもできます。
7. 詳細セクションを展開し、「ステップ 2: IAM ロールを作成する」で作成した IAM ロールを選択しま

す (p. 6)。
8. Launch instance (インスタンスの起動) を選択します。
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ステップ 4: トピックを作成する

9. [インスタンスの表示] を選択します。次に、Security Groups 列で、新しいインスタンスに関連付けら
れているセキュリティグループを選択します。後ほど使用するために、セキュリティグループの ID を
コピーして保存しておきます。

10. Amazon VPC コンソール (https://console.aws.amazon.com/vpc/) を開きます。
11. ナビゲーションペインで、[Security Groups] (セキュリティグループ) をクリックします。ID を保存し

たセキュリティグループを探しますthe section called “ステップ 1: クラスターを作成する” (p. 5)。
12. Inbound Rules (インバウンドルール) タブで、Edit inbound rules (インバウンドルールの編集) を選択

します。
13. [ルールの追加] を選択します。
14. 新しいルールで、Type (タイプ) 列のAll traffic (すべてのトラフィック) を選択します。Source 列の 2 

番目のフィールドで、クライアントマシンのセキュリティグループを選択します。これは、クライア
ントマシンインスタンスを起動した後に名前を保存したグループです。

15. [Save Rules] (ルールの保存) を選択します。これで、クラスターのセキュリティグループは、クライ
アントマシンのセキュリティグループからのトラフィックを受け入れることができます。

次のステップ

ステップ 4: トピックを作成する (p. 8)

ステップ 4: トピックを作成する
Amazon MSK の使用をスタートする (p. 5)のこのステップでは、Apache Kafka クライアントライブラ
リとツールをクライアントマシンにインストールしてから、トピックを作成します。

Warning

このチュートリアルで使用されている Apache Kafka のバージョン番号はあくまで一例で
す。MSK クラスターバージョンと同じバージョンのクライアントを使用することをお勧めしま
す。古いクライアントバージョンでは、特定の機能や重要なバグ修正が欠落している可能性があ
ります。

MSK クラスターのバージョンを確認するには

1. https://eu-west-2.console.aws.amazon.com/msk/ に移動します
2. MSK クラスタを選択します。
3. クラスターで使用されている Apache Kafka のバージョンを書き留めておきます。
4. このチュートリアルの Amazon MSK バージョン番号のインスタンスを、ステップ 3 で取得したバー

ジョンに置き換えます。

クライアントマシンでトピックを作成するには

1. Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Instances] (インスタンス) を選択します。次に、作成したクライアント

マシンの名前の横にあるチェックボックスをオンにしますステップ 3: クライアントマシンを作成す
る (p. 7)。

3. [Actions (アクション)] を選択して、[Connect (接続)] を選択します。コンソール内の指示に従い、クラ
イアントマシンに接続します。

4. 次のコマンドを実行して、クライアントマシンに Java をインストールします。

sudo yum -y install java-11

5. 次のコマンドを実行して、Apache Kafka をダウンロードします。
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ステップ 5: データの作成と利用

wget https://archive.apache.org/dist/kafka/{YOUR MSK VERSION}/kafka_2.13-{YOUR MSK 
 VERSION}.tgz

Note

このコマンドで使用されているもの以外のミラーサイトを使用する場合は、Apache ウェブサ
イトで別のサイトを選択できます。

6. 前のステップで TAR ファイルをダウンロードしたディレクトリで次のコマンドを実行します。

tar -xzf kafka_2.13-{YOUR MSK VERSION}.tgz

7. kafka_2.13-{YOUR MSK VERSION}/libsディレクトリに移動し、次のコマンドを実行して 
Amazon MSK IAM JAR ファイルをダウンロードします。Amazon MSK IAM JAR により、クライアン
トマシンはクラスターにアクセスできます。

wget https://github.com/aws/aws-msk-iam-auth/releases/download/v1.1.1/aws-msk-iam-
auth-1.1.1-all.jar

8. kafka_2.13-{YOUR MSK VERSION}/bin ディレクトリに移動します。次のプロパティ設定をコ
ピーして、新しいファイルに貼り付けます。ファイルに client.properties という名前を付け、
保存します。

security.protocol=SASL_SSL
sasl.mechanism=AWS_MSK_IAM
sasl.jaas.config=software.amazon.msk.auth.iam.IAMLoginModule required;
sasl.client.callback.handler.class=software.amazon.msk.auth.iam.IAMClientCallbackHandler

9. https://console.aws.amazon.com/msk/ で Amazon MSK コンソールを開きます。
10. クラスターのステータスが Active になるまでお待ちください。この処理には数分かかることがありま

す。ステータスが Active になったら、クラスター名を選択します。これにより、そのクラスターの概
要を含むページに移動します。

11. View client information (ライアント情報の表示) を選択します。
12. プライベートエンドポイントの接続文字列をコピーします。

ブローカーごとに 3 つのエンドポイントが割り当てられます。次のステップに必要なブローカーエン
ドポイントは 1 つだけです。

13. 次のコマンドを実行し、BootstrapServerString前のステップで取得したブローカーエンドポイン
トのいずれかに置き換えます。

<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-topics.sh --create --bootstrap-server 
 BootstrapServerString --command-config client.properties --replication-factor 3 --
partitions 1 --topic MSKTutorialTopic

コマンドが成功すると、次のメッセージが表示されます : Created topic MSKTutorialTopic.

次のステップ

ステップ 5: データの作成と利用 (p. 9)

ステップ 5: データの作成と利用
Amazon MSK の使用をスタートする (p. 5)のこのステップでは、データを生成および消費します。
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メッセージを生成および消費するには

1. 次のコマンドを実行して、コンソールプロデューサーを起動します。「トピックの作
成 (p. 8)」BootstrapServerStringで取得したプレーンテキストの接続文字列に置き換えま
す。この接続文字列を取得する方法については、「Amazon MSK クラスターのブートストラップブ
ローカーの取得 (p. 23)」を参照してください。

<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-console-producer.sh --broker-
list BootstrapServerString --producer.config client.properties --topic MSKTutorialTopic

2. 必要なメッセージを入力して、Enter キーを押します。このステップを 2、3 回繰り返します。行を入
力して [Enter] キーを押すたびに、その行は個別のメッセージとして Apache Kafka クラスターに送信
されます。

3. クライアントマシンへの接続を開いたままにして、そのマシンへ 2 番目の別の接続を新しいウィンド
ウで開きます。

4. 次のコマンドで、BootstrapServerString以前に保存したプレーンテキストの接続文字列に置き換
えます。次に、コンソールコンシューマーを作成するには、クライアントマシンへの2回目の接続で次
のコマンドを実行します。

<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-console-consumer.sh --bootstrap-
server BootstrapServerString --consumer.config client.properties --
topic MSKTutorialTopic --from-beginning

コンソール プロデューサーコマンドを使用したときに、以前に入力したメッセージが表示され始めま
す。

5. プロデューサーウィンドウにさらにメッセージを入力し、コンシューマーウィンドウに表示されるよ
うにします。

次のステップ

ステップ 6: Amazon CloudWatch を使用して Amazon MSK メトリックスを表示する (p. 10)

ステップ 6: Amazon CloudWatch を使用して 
Amazon MSK メトリックスを表示する

Amazon MSK の使用をスタートする (p. 5)のこのステップでは、Amazon MSK メトリクスを確認しま
す CloudWatch。

で Amazon MSK メトリクスを表示するには CloudWatch

1. https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/ CloudWatch  でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで Metrics (メトリクス) を選択します。
3. [All metrics (すべてのメトリクス)] タブを選択し、[AWS/Kafka] を選択します。
4. ブローカーレベルのメトリクスを表示するには、[Broker ID, Cluster Name (ブローカー ID、クラス

ター名)] を選択します。クラスターレベルのメトリクスの場合は、[Cluster Name (クラスター名)] を
選択します。

5. (オプション) グラフペインで、統計と期間を選択し、 CloudWatch これらの設定を使用してアラーム
を作成します。

次のステップ
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ステップ 7: リソースを削除する

ステップ 7:AWS このチュートリアル用に作成したリソースを削除する (p. 11)

ステップ 7:AWS このチュートリアル用に作成した
リソースを削除する

Amazon MSK の使用をスタートする (p. 5)の最後のステップで、このチュートリアル用に作成した 
MSK クラスターとクライアントマシンを削除します。

を使用してリソースを削除するにはAWS Management Console

1. https://console.aws.amazon.com/msk/ で Amazon MSK コンソールを開きます。
2. クラスターの名前を選択します。たとえば、MSK と入力しますTutorialCluster。
3. [アクション] を選択してから、[削除] をクリックします。
4. Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
5. クライアントマシン用に作成したインスタンス (例:) を選択しますMSKTutorialClient。
6. [Instance state] (インスタンスの状態) を選択し、[Terminate instance] (インスタンスの終了) をクリッ

クします。

IAM ポリシーとロールを削除するには

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Roles] (ロール) を選択します。
3. 検索ボックスで、このチュートリアル用に作成した IAM ロールの名前を入力します。
4. ロール を選択します。次に [ロールを削除] を選択して、削除を確定します。
5. ナビゲーションペインで [Policies] (ポリシー) を選択します。
6. 検索ボックスで、このチュートリアル用に作成したポリシーの名前を入力します。
7. ポリシーを選択して概要ページを開きます。ポリシーの[Summary] (概要) ページで [Delete policy] (ポ

リシーの削除) を選択します。
8. [Delete] (削除) を選択します。

11

https://console.aws.amazon.com/msk/
https://console.aws.amazon.com/ec2/
https://console.aws.amazon.com/iam/


Amazon Managed Streaming for 
Apache Kafka デベロッパーガイド

クラスターの作成

Amazon MSK: 仕組み
Amazon MSK クラスターは、お客様のアカウントで作成できる最も基本的な Amazon MSK のリソースで
す。このセクションの各トピックでは、Amazon MSK における一般的なオペレーションの実行方法につい
て説明します。MSK クラスターで実行できる全オペレーションのリストについては、次を参照してくださ
い。

• AWS Management Console
• Amazon MSK API リファレンス
• Amazon MSK CLI コマンドリファレンス

トピック
• Amazon MSK クラスターの作成 (p. 12)
• 階層型ストレージ (p. 16)
• Amazon MSK クラスターの削除 (p. 21)
• Amazon MSK クラスターに使用する Apache ZooKeeper 接続文字列の取得 (p. 22)
• Amazon MSK クラスターで使用するブートストラップブローカーの取得 (p. 23)
• Amazon MSK クラスターの一覧表示 (p. 24)
• ストレージのスループットのプロビジョニング (p. 25)
• ブローカーストレージのスケールアップ (p. 28)
• ブローカータイプの更新 (p. 31)
• Amazon MSK クラスター設定の更新 (p. 33)
• Amazon MSK クラスターの拡張 (p. 34)
• クラスターのセキュリティ設定の更新 (p. 36)
• Amazon MSK クラスターのブローカーの再起動 (p. 38)
• Amazon MSK クラスターのタグ付け (p. 39)

Amazon MSK クラスターの作成
Important

クラスターの作成後は、Amazon MSK クラスターの VPC を変更することはできません。

Amazon MSK クラスターを作成する前に、Amazon Virtual Private Cloud (VPC) を指定し、その VPC 内に
サブネットを設定する必要があります。

米国西部 (北カリフォルニア) リージョン内のそれぞれ異なる2 つのアベイラビリティーゾーンに、2 つの
サブネットが必要です。Amazon MSK が使用可能なその他のリージョンでは、サブネットを 2 つまたは 
3 つ指定できます。サブネットはすべて、異なるアベイラビリティーゾーンに存在している必要がありま
す。クラスターを作成すると、Amazon MSK により、指定したサブネット上にブローカーノードが均等に
割り当てられます。

ブローカータイプ
Amazon MSK クラスターを作成するときには、使用するブローカーのタイプを指定します。Amazon MSK 
では、次のブローカータイプがサポートされています :

• kafka.t3.small
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• kafka.m5.large、kafka.m5.xlarge、kafka.m5.2xlarge、kafka.m5.4xlarge、kafka.m5.8xlarge、kafka.m5.12xlarge、kafka.m5.16xlarge、kafka.m5.24xlarge

M5 ブローカーは、T3 ブローカーよりも高いベースラインスループットパフォーマンスを備えていて、本
稼働ワークロードに推奨されます。M5 ブローカーは、ブローカーあたり T3 ブローカーよりも多くのパー
ティションを持つことができます。より大きな本稼働グレードのワークロードを実行している場合、また
はより多くのパーティションを必要とする場合は、M5 ブローカーを使用します。M5 インスタンスタイプ
の詳細については、「Amazon EC2 M5 インスタンス」を参照してください。

T3 ブローカーには、CPU クレジットを使用して一時的にパフォーマンスをバーストする機能がありま
す。小規模から中規模のストリーミングワークロードをテストする場合、またはスループットが一時的
に急上昇する低スループットのストリーミングワークロードがある場合は、低コストの開発のために T3 
ブローカーを使用します。 proof-of-concept テストを実行して、T3 ブローカーが本番環境や重要なワー
クロードに十分かどうかを判断することをお勧めします。T3 インスタンスタイプの詳細については、
「Amazon EC2T3 インスタンス」を参照してください。

ブローカータイプの選択方法の詳細については、「ベストプラクティス (p. 207)」を参照してください。

AWS Management Console を使用したクラスターの
作成

1. https://console.aws.amazon.com/msk/ で Amazon MSK コンソールを開きます。
2. Create cluster (クラスターの作成) を選択します。
3. クラスターの名前を指定します。
4. [VPC] リストで、クラスターに使用する VPC を選択します。クラスターを作成するために Amazon 

MSK で使用する Apache Kafka のバージョンを指定することもできます。コンソールに表示されるデ
フォルトはバージョン 2.8.1 で、推奨バージョンです。

5. 米国西部 (北カリフォルニア) リージョンを使用している場合は、2 つのサブネットを指定しま
す。Amazon MSK が使用可能なその他のリージョンでは、サブネットを 2 つまたは 3 つ指定できま
す。指定するサブネットは、異なるアベイラビリティーゾーンに存在している必要があります。

6. 必要な設定の種類を選択します。Amazon MSK 設定の詳細については、を参照してください構
成 (p. 42)。

7. MSK が各アベイラビリティーゾーンで作成するブローカーのタイプと数を指定します。ブローカーの
最小数は各アベイラビリティーゾーンにつき 1 つで、最大数は各クラスターにつき 30 です。

8. （オプション）クラスターにタグを割り当てます。タグはオプションです。詳細については、「the 
section called “クラスターのタグ付け” (p. 39)」を参照してください。

9. ブローカーごとにストレージボリュームを調整できます。クラスターを作成したら、ブローカーごと
にストレージボリュームを増やすことができますが、減らすことはできません。

10. 転送中のデータを暗号化するための設定を選択します。デフォルトでは、Amazon MSK はクラスター
内のブローカー間で転送されるデータを暗号化します。ブローカー間で転送されるデータを暗号化し
ない場合は、[Enable encryption within the cluster (クラスター内で暗号化を有効にする)] チェックボッ
クスをオフにします。

11. クライアントとブローカーの間でデータを転送するときにデータを暗号化するための 3 つの設定から
いずれかを選択します。詳細については、「the section called “転送中の暗号化” (p. 110)」を参照し
てください。

12. 保管中のデータの暗号化に使用する KMS キーの種類を選択します。詳細については、「the section 
called “保管中の暗号化” (p. 110)」を参照してください。

13. クライアントの ID を認証する場合は、選択して [Enable TLS client authentication (TLS クライアン
ト認証を有効にする)] の隣のボックスをチェックして選択します。認証の詳細については、「the 
section called “相互 TLS 認証” (p. 135)」を参照してください。

14. 必要な監視レベルを選択します。これにより、取得するメトリックのセットが決まります。詳細につ
いては、「クラスターのモニタリング (p. 170)」を参照してください。
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15. (オプション) Advanced settings (詳細設定) を選択し、次に Customize settings (設定のカスタマイズ) 
を選択します。クラスターへのアクセスを許可するセキュリティグループ（例: クライアントマシンの
セキュリティグループ）を 1 つ以上指定できます。共有されたセキュリティグループを指定する場合
は、そのセキュリティグループに対するアクセス許可があることを確認する必要があります。具体的
には、 ec2:DescribeSecurityGroups アクセス許可が必要です。例については、「Amazon EC2: 
特定の VPC に関連付けられた Amazon EC2 セキュリティグループをプログラムおよびコンソールで
管理できる」を参照してください。

16. [Create cluster] (クラスターを作成) を選択します。
17. クラスターの概要ページでクラスターのステータスを確認します。Amazon MSK がクラスターをプ

ロビジョニングすると、ステータスが「作成中」から「アクティブ」に変わります。ステータスが
Active の場合、クラスターに接続できます。クラスターのステータスの詳細については、「」を参照
してくださいクラスターの状態 (p. 107)。

AWS CLI を使用したクラスターの作成

1. 次の JSON をコピーして、ファイルに保存します。ファイルを brokernodegroupinfo.json と名
付けます。JSON のサブネット ID を、サブネットに対応する値に置き換えます。これらのサブネッ
トは、異なるアベイラビリティーゾーンに存在している必要があります。"Security-Group-ID"
を、クライアント VPC の 1 つ以上のセキュリティグループの ID に置き換えます。これらのセキュ
リティグループに関連付けられたクライアントは、クラスターへのアクセスを取得します。共有され
たセキュリティグループを指定する場合は、そのセキュリティグループに対するアクセス許可がある
ことを確認する必要があります。具体的には、 ec2:DescribeSecurityGroups アクセス許可が必
要です。例については、「Amazon EC2: 特定の VPC に関連付けられた Amazon EC2 セキュリティ
グループをプログラムおよびコンソールで管理できる」を参照してください。最後に、更新された 
JSON ファイルを AWS CLI がインストールされているコンピュータに保存します。

{ 
  "InstanceType": "kafka.m5.large", 
  "ClientSubnets": [ 
    "Subnet-1-ID", 
    "Subnet-2-ID" 
  ], 
  "SecurityGroups": [ 
     "Security-Group-ID"
  ]
}

Important

米国西部 (北カリフォルニア) リージョンを使用している場合は、2 つのサブネットを正確に
指定します。Amazon MSK が使用可能な他のリージョンでは、サブネットを 2 つまたは 3 つ
指定できます。指定するサブネットは、個別のアベイラビリティーゾーンに存在する必要が
あります。クラスターを作成すると、Amazon MSK は、指定したサブネット上にブローカー
ノードを均等に分散します。

2. brokernodegroupinfo.json のファイルを保存したディレクトリで AWS CLI のコマンド
を実行し、[Your-Cluster-Name]を任意の名前に変更します。"Monitoring-Level" で
は、DEFAULT、PER_BROKER、または PER_TOPIC_PER_BROKER の 3 つの値のうちいずれかを指定
できます。これらの、モニタリングの 3 つの異なるレベルについて詳しくは、「??? (p. 170)」を参
照してください enhanced-monitoring パラメータはオプションです。create-cluster コマン
ドでこのパラメータを指定しない場合、DEFAULT レベルのモニタリングを取得します。

aws kafka create-cluster --cluster-name "Your-Cluster-Name" --broker-node-group-info 
 file://brokernodegroupinfo.json --kafka-version "2.8.1" --number-of-broker-nodes 3 --
enhanced-monitoring "Monitoring-Level"
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を使用したカスタム Amazon MSK 設
定のあるクラスターの作成AWS CLI

コマンドの出力は以下の JSON のようになります。

{ 
    "ClusterArn": "...", 
    "ClusterName": "AWSKafkaTutorialCluster", 
    "State": "CREATING"
}

Note

create-cluster コマンドにより、1 つ以上のサブネットが、サポートされていないアベ
イラビリティーゾーンに属しているというエラーが返される場合があります。この場合、エ
ラーはどのアベイラビリティーゾーンがサポートされていないかを示します。サポートされ
ていないアベイラビリティーゾーンを使用しないサブネットを作成して、create-cluster
コマンドを再度実行してください。

3. クラスターで他のアクションを実行するために必要になるため、ClusterArn キーの値を保存しま
す。

4. 次のコマンドを実行して、クラスターを確認しますSTATE。Amazon MSKCREATINGACTIVE がクラ
スターをプロビジョニングすると、STATE値がからに変わります。ステータスがになるとACTIVE、ク
ラスターに接続できます。クラスターのステータスの詳細については、「」を参照してくださいクラ
スターの状態 (p. 107)。

aws kafka describe-cluster --cluster-arn <your-cluster-ARN>

を使用したカスタム Amazon MSK 設定のあるクラス
ターの作成AWS CLI

Amazon MSK のカスタム設定とその作成方法については、「」を参照してください構成 (p. 42)。

1. ファイルに次の JSON を保存し、configuration-arn をクラスターの作成に使用する設定の ARN 
に置き換えます。

{ 
    "Arn": configuration-arn, 
    "Revision": 1
}

2. create-cluster コマンドを実行し、configuration-info オプションを使用して、前の手順で
保存した JSON ファイルを指定します。次に例を示します。

aws kafka create-cluster --cluster-name ExampleClusterName --broker-node-group-info 
 file://brokernodegroupinfo.json --kafka-version "2.8.1" --number-of-broker-nodes 3 --
enhanced-monitoring PER_TOPIC_PER_BROKER --configuration-info file://configuration.json

次に、このコマンドを実行した後の正常な応答の例を示します。

{ 
    "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/
CustomConfigExampleCluster/abcd1234-abcd-dcba-4321-a1b2abcd9f9f-2", 
    "ClusterName": "CustomConfigExampleCluster", 
    "State": "CREATING"
}
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API を使用したクラスターの作成
API を使用してクラスターを作成するには、を参照してくださいCreateCluster。

階層型ストレージ
階層型ストレージは Amazon MSK 向けの低コストのストレージ階層で、ストレージを事実上無制限に拡
張できるため、ストリーミングデータアプリケーションをコスト効率よく構築できます。

パフォーマンスとコストのバランスが取れた階層型ストレージで構成された Amazon MSK クラスターを
作成できます。Amazon MSK は、Apache Kafka トピックの保持制限に達するまで、ストリーミングデー
タをパフォーマンスが最適化されたプライマリストレージ階層に保存します。その後、Amazon MSK は
データを新しい低コストのストレージ階層に自動的に移動します。

アプリケーションが階層型ストレージからデータの読み取りを開始すると、最初の数バイトは読み取り待
ち時間が長くなることが予想されます。残りのデータを低コスト階層から順番に読み始めると、プライマ
リストレージ層と同様のレイテンシが予想されます。低コストの階層型ストレージ用にストレージをプロ
ビジョニングしたり、インフラストラクチャを管理したりする必要はありません。任意の量のデータを保
存でき、お支払いは実際に使用した分のみです。この機能は、KIP-405: Kafka 階層型ストレージで導入さ
れた API と互換性があります。

階層型ストレージの特徴は以下のとおりです。

• 事実上無制限のストレージに拡張できます。Apache Kafka インフラストラクチャをスケーリングする方
法を推測する必要はありません。

• ブローカーの数を増やすことなく、Apache Kafka トピックのデータをより長く保持したり、トピックス
トレージを増やしたりできます。

• 処理中の予期せぬ遅延に対処するために、より長い時間の安全バッファーを提供します。
• 既存のストリーム処理コードと Kafka API を使用して、古いデータを正確なプロダクション順序で再処

理できます。
• セカンダリストレージ上のデータはブローカーディスク間のレプリケーションを必要としないため、

パーティションのリバランシングが速くなります。
• データを1日以上、またはブローカーあたり1〜2 TB以上保持する必要があるアプリケーションに最適で

す。
• ブローカーと階層型ストレージ間のデータは VPC 内を移動し、インターネットを経由しません。
• 階層型ストレージはクラスターレベルで使用できますが、デフォルトではすべてのトピックで階層型ス

トレージが自動的に有効になるわけではありません。
• クライアントマシンは、階層化ストレージが有効になっていないクラスターに接続する場合と同じプロ

セスを使用して、階層化ストレージが有効になっている新しいクラスターに接続できます。クライアン
トマシンの作成を参照してください。

階層型ストレージ要件
• 階層型ストレージを有効にした新しいトピックを作成するには、Apache Kafka クライアントバージョ

ン 3.0.0 以降を使用する必要があります。既存のトピックを階層型ストレージに移行するには、3.0.0 
より前のバージョンの Kafka クライアント (サポートされている Apache Kafka の最低バージョンは 
2.8.2.tiered) を使用するクライアントマシンを再構成して、階層型ストレージを有効にします。ステップ 
4: トピックを作成する (p. 8) を参照してください。

• 階層型ストレージが有効になっている Amazon MSK クラスターは、バージョン 2.8.2. tiered を使用する
必要があります。
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階層型ストレージの制約と制約
階層型ストレージには以下の制約と制約があります。

• 階層型ストレージは、プロビジョニングモードのクラスターにのみ適用されます。
• 階層型ストレージはブローカータイプ t3.small をサポートしていません。
• 低コストのストレージにおける最小保持期間は 3 日です。プライマリストレージには最低保存期間はあ

りません。
• 階層型ストレージは、ブローカーの複数のログディレクトリ (JBOD 関連の機能) をサポートしていませ

ん。
• 圧縮されたトピックでは、階層化ストレージ機能を使用できません。
• 階層化ストレージを無効にした後は、トピックレベルで再度有効にすることはできません。階層型スト

レージを使用するクラスターのストレージモードは編集できません。Amazon MSK は、クラスターが 
EBS ストレージを使用する場合のみ、クラスターストレージモードの編集をサポートします。

• kafka-log-dirs このツールは、階層型ストレージのデータサイズを報告できません。このツールは、プラ
イマリストレージのログセグメントのサイズのみを報告します。

ログセグメントを階層型ストレージにコピーする方法
新規または既存のトピックに対して階層型ストレージを有効にすると、Apache Kafka はクローズドログセ
グメントをプライマリストレージから階層型ストレージにコピーします。

• Apache Kafka は閉じたログセグメントのみをコピーします。ログセグメント内のすべてのメッセージを
階層型ストレージにコピーします。

• アクティブなセグメントは階層化の対象にはなりません。ログのセグメントサイズ (segment.bytes) 
またはセグメントのロール時間 (segment.ms) によってセグメントがクローズされる速度が制御さ
れ、Apache Kafka がそれらを階層型ストレージにコピーする速度が制御されます。

階層化ストレージが有効になっているトピックの保存設定は、階層化ストレージが有効になっていないト
ピックの設定とは異なります。階層化ストレージが有効になっているトピック内のメッセージの保存は、
次のルールによって制御されます。

• Apache Kafka では、log.retention.ms (時間) と log.retention.bytes (サイズ) の 2 つの設定でリテンション
を定義します。これらの設定は、Apache Kafka がクラスターに保持するデータの合計期間とサイズを決
定します。階層化ストレージモードを有効にするかどうかにかかわらず、これらの構成はクラスターレ
ベルで設定します。トピックレベルの設定は、トピック設定で上書きできます。

• 階層型ストレージを有効にすると、プライマリの高性能ストレージ階層にデータを保存する期間を
追加で指定できます。たとえば、トピックの全体保存 (log.retention.ms) が 7 日間、ローカル保存 
(local.retention.ms) が 12 時間に設定されている場合、クラスターのプライマリストレージは最初の 12 
時間のみデータを保持します。低コストのストレージ階層では、データが 7 日間保持されます。

• 通常の保存設定はログ全体に適用されます。これには、階層型部品と主要部品が含まれます。
• local.retention.ms または local.retention.bytes 設定は、プライマリストレージへのメッセージの保存を制

御します。データがフルログでプライマリストレージの保持設定しきい値 (local.retention.ms/bytes) に
達すると、Apache Kafka はプライマリストレージのデータを階層型ストレージにコピーします。その
後、データは有効期限の対象となります。

• Apache Kafka がログセグメントのメッセージを階層型ストレージにコピーすると、retention.ms または 
retention.bytes の設定に基づいてクラスターからメッセージが削除されます。
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階層型ストレージシナリオの例
このシナリオは、階層型ストレージが有効になっている場合に、プライマリストレージにメッセージ
がある既存のトピックがどのように動作するかを示しています。remote.storage.enable をに設定する
と、trueこのトピックに関する階層型ストレージを有効化できます。この例では、retention.ms は 5 日間
に設定され、local.retention.ms は 2 日間に設定されています。以下は、セグメントの有効期限が切れると
きの一連のイベントです。

時間 T0-階層型ストレージを有効にする前

このトピックの階層化ストレージを有効にする前に、2 つのログセグメントがあります。セグメントの 1 
つが既存のトピックパーティション 0 でアクティブです。

時間 T1 (< 2 日)-階層型ストレージが有効になっています。セグメント 0 が階層型ストレージにコピーされ
ました。

このトピックの階層型ストレージを有効にすると、Apache Kafka はセグメントが初期保持設定を満たした
後でログセグメント 0 を階層型ストレージにコピーします。Apache Kafka はセグメント 0 のプライマリ
ストレージコピーも保持します。アクティブセグメント 1 はまだ階層型ストレージにコピーできません。
このタイムラインでは、Amazon MSK はまだセグメント 0 とセグメント 1 のメッセージに保持設定を適用
していません。 (ローカル.リテンション.バイト/ミリ秒、リテンション.ms/バイト)

時間 T2-ローカルリテンションが有効です。

2 日後、Apache Kafka が階層型ストレージにコピーしたセグメント 0 のプライマリ保持設定が有効になり
ます。local.retention.ms を 2 日間に設定することでこれが決まります。これで、プライマリストレージの
セグメント 0 の有効期限が切れます。アクティブセグメント 1 はまだ期限切れになっておらず、階層型ス
トレージへのコピーもできません。
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時間 T3-全体的にリテンションが有効です。

5 日後、保持設定が有効になり、Kafka はログセグメント 0 と関連するメッセージを階層型ストレージか
ら消去します。セグメント1はアクティブであるため、まだ有効期限切れになっておらず、階層型ストレー
ジへのコピーにも適していません。セグメント 1 はまだクローズされていないため、セグメントロールの
対象外です。

を使用して Amazon MSK クラスターを階層型スト
レージで作成するAWS Management Console
1. https://console.aws.amazon.com/msk/ で Amazon MSK コンソールを開きます。
2. Create cluster (クラスターの作成) を選択します。
3. 階層型ストレージには [カスタム作成] を選択します。
4. クラスターの名前を指定します。
5. クラスタータイプで、「プロビジョニング済み」を選択します。
6. クラスターの作成に Amazon MSK で使用する Amazon Kafka バージョンを選択します。バージョン

2.8.2.tiered は階層型ストレージをサポートしています。
7. kafka.t3.small 以外のブローカーのタイプを指定してください。
8. Amazon MSK が各アベイラビリティーゾーンに作成するブローカーの数を選択します。ブローカーの

最小数は各アベイラビリティーゾーンにつき 1 つで、最大数は各クラスターにつき 30 です。
9. ブローカーが分散するゾーンの数を指定します。
10. ゾーンごとにデプロイされる Apache Kafka ブローカーの数を指定します。
11. [ストレージオプション] を選択します。これには、階層型ストレージと、階層型ストレージモードを

有効にする EBS ストレージが含まれます。
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12. クラスター作成ウィザードの残りのステップに従います。完了すると、階層化ストレージと EBS スト
レージがクラスターストレージモードとしてレビューと作成ビューに表示されます。

13. [Create cluster (クラスターの作成)] を選択します。

を使用して Amazon MSK クラスターを階層型スト
レージで作成するAWS CLI
クラスターで階層型ストレージを有効にするには、階層型ストレージ用の正しい Apache Kafka バージョ
ンと属性を使用してクラスターを作成します。以下のコード例に従います。また、次のセクションのス
テップに従います階層型ストレージを有効にした Kafka トピックの作成 (p. 20)。

クラスター作成でサポートされる属性の完全なリストについては、create-cluster を参照してください。

aws tiered-storage create-cluster \ 
 —cluster-name "MessagingCluster" \ 
 —broker-node-group-info file://brokernodegroupinfo.json \ 
 —number-of-broker-nodes 3 \
--kafka-version "2.8.2.tiered" \
--storage-mode "TIERED"

階層型ストレージを有効にした Kafka トピックの作成
階層化ストレージを有効にしたクラスターを作成したときに開始したプロセスを完了するには、後のコー
ド例の属性を使用して階層化ストレージを有効にしたトピックも作成します。階層型ストレージ専用の属
性は次のとおりです。

• local.retention.ms(たとえば、10 分)local.retention.bytes 時間ベースの保存設定やログセ
グメントのサイズ制限の場合。

• remote.storage.enabletrueに設定すると階層型ストレージが有効になります。

次の設定では local.retention.ms を使用していますが、この属性を local.retention.bytes に置き換えること
ができます。この属性は、Apache Kafka がプライマリストレージから階層型ストレージにデータをコピー
するまでに Apache Kafka がコピーできる時間またはバイト数を制御します。サポートされる設定属性の
詳細については、「トピックレベルの設定」を参照してください。

Note

Apache Kafka クライアントバージョン 3.0.0 以降を使用する必要があります。これらのバージョ
ンは、remote.storage.enableクライアントバージョンのでのみ呼び出される設定をサポート
しますkafka-topics.sh。以前のバージョンの Apache Kafka を使用する既存のトピックで階
層型ストレージを有効にするには、セクションを参照してください既存のトピックでの階層型ス
トレージの有効化 (p. 21)。

bin/kafka-topics.sh --create --bootstrap-server $bs --replication-factor 2 --
partitions 6 --topic MSKTutorialTopic --config remote.storage.enable=true --config 
 local.retention.ms=100000 --config retention.ms=604800000 --config segment.bytes=134217728

既存のトピックでの階層型ストレージの有効化と無効
化
これらのセクションでは、すでに作成したトピックで階層型ストレージを有効または無効にする方法につ
いて説明します。階層型ストレージを有効にした新しいクラスタとトピックを作成するには、「を使用し
て階層型ストレージを持つクラスタを作成する」を参照してくださいAWS Management Console。
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既存のトピックでの階層型ストレージの有効化
既存のトピックで階層化ストレージを有効にするには、alter次の例にあるコマンド構文を使用します。
既存のトピックで階層型ストレージを有効にしても、特定の Apache Kafka クライアントバージョンに制
限されません。

bin/kafka-configs.sh --bootstrap-server $bsrv --alter --entity-type topics --entity-name 
 msk-ts-topic --add-config 'remote.storage.enable=true, local.retention.ms=604800000, 
 retention.ms=15550000000'

AWS CLI を使用した既存のクラスターでの階層型ストレージの
有効化
1. Kafka バージョンの更新 — クラスターバージョンは単純な整数ではありません。クラスターの現在の

バージョンを確認するには、DescribeClusterオペレーションまたはdescribe-cluster AWS CLI 
コマンドを使用します。サンプルのバージョンは KTVPDKIKX0DER です。

aws kafka update-cluster-kafka-version --cluster-arn ClusterArn --current-version 
 Current-Cluster-Version --target-kafka-version 2.8.2.tiered

2. クラスターストレージモードの編集手順をアップデートストレージ API で記述します。

既存のトピックでの階層型ストレージの無効化
既存のトピックで階層型ストレージを無効にするには、alter階層型ストレージを有効にするときと同じ
順序でコマンド構文を使用します。

bin/kafka-configs.sh --bootstrap-server $bs --alter --entity-type topics --
entity-name MSKTutorialTopic --add-config 'remote.log.msk.disable.policy=Delete, 
 remote.storage.enable=false'

Note

階層型ストレージを無効にすると、階層型ストレージのトピックデータが完全に削除されま
す。Apache Kafka はプライマリストレージのデータを保持しますが、local.retention.msそ
れに基づいてプライマリ保存ルールを適用します。トピックの階層化ストレージをいったん無効
化した後、再度有効化することはできません。既存のトピックで階層型ストレージを無効にする
場合でも、特定の Apache Kafka クライアントバージョンに制限されません。

Amazon MSK クラスターの削除
Note

クラスターにauto-scaling ポリシーがある場合は、クラスターを削除する前にポリシーを削除する
ことをお勧めします。詳細については、「Auto Scaling (p. 28)」を参照してください。

AWS Management Console を使用したクラスターの
削除
1. https://console.aws.amazon.com/msk/ で Amazon MSK コンソールを開きます。
2. 削除したい MSK クラスターの隣にあるボックスをチェックして選択します。
3. Delete (削除) を選択し、確定します。
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AWS CLI を使用したクラスターの削除
クラスターの作成時に取得したAmazon リソースネーム (ARN) ClusterArnに置き換えて、次のコマンド
を実行します。クラスターの ARN がない場合は、すべてのクラスターを一覧表示することで見つけられ
ます。詳細については、「the section called “クラスターの一覧表示” (p. 24)」を参照してください。

aws kafka delete-cluster --cluster-arn ClusterArn

API を使用したクラスターの削除
API を使用してクラスターを削除するには、を参照してくださいDeleteCluster。

Amazon MSK クラスターに使用する Apache 
ZooKeeper 接続文字列の取得

を使用した Apache ZooKeeper 接続文字列の取得
AWS Management Console
1. https://console.aws.amazon.com/msk/ で Amazon MSK コンソールを開きます。
2. このテーブルには、このアカウントにある現在のリージョンのすべてのクラスターが表示されます。

説明を表示するには、クラスターの名前を選択します。
3. [Cluster summary] (クラスターの概要) ページで、[View client information] (クライアント情報の表示) 

を選択します。これにより、ブートストラップブローカーと Apache ZooKeeper 接続文字列が表示さ
れます。

を使用した Apache ZooKeeper 接続文字列の取得
AWS CLI
1. クラスターの Amazon リソースネーム (ARN) がわからない場合は、アカウント内のすべてのクラス

ターを一覧表示することで見つけることができます。詳細については、「the section called “クラス
ターの一覧表示” (p. 24)」を参照してください。

2. Apache ZooKeeper 接続文字列とクラスターに関するその他の情報を取得するには、次のコマンドを
実行して、クラスターの ARN ClusterArnに置き換えます。

aws kafka describe-cluster --cluster-arn ClusterArn

この describe-cluster コマンドの出力は、次の JSON の例のようになります。

{ 
    "ClusterInfo": { 
        "BrokerNodeGroupInfo": { 
            "BrokerAZDistribution": "DEFAULT", 
            "ClientSubnets": [ 
                "subnet-0123456789abcdef0", 
                "subnet-2468013579abcdef1", 
                "subnet-1357902468abcdef2" 
            ], 
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            "InstanceType": "kafka.m5.large", 
            "StorageInfo": { 
                "EbsStorageInfo": { 
                    "VolumeSize": 1000 
                } 
            } 
        }, 
        "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:111122223333:cluster/
testcluster/12345678-abcd-4567-2345-abcdef123456-2", 
        "ClusterName": "testcluster", 
        "CreationTime": "2018-12-02T17:38:36.75Z", 
        "CurrentBrokerSoftwareInfo": { 
            "KafkaVersion": "2.2.1" 
        }, 
        "CurrentVersion": "K13V1IB3VIYZZH", 
        "EncryptionInfo": { 
            "EncryptionAtRest": { 
                "DataVolumeKMSKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:555555555555:key/12345678-
abcd-2345-ef01-abcdef123456" 
            } 
        }, 
        "EnhancedMonitoring": "DEFAULT", 
        "NumberOfBrokerNodes": 3, 
        "State": "ACTIVE", 
        "ZookeeperConnectString": "10.0.1.101:2018,10.0.2.101:2018,10.0.3.101:2018" 
    }
}

前述の JSON の例では、describe-cluster コマンドの出力の ZookeeperConnectString キー
を示しています。クラスターにトピックを作成する必要がある場合に備え、このキーに対応する値を
コピーして保存します。

Important

Amazon MSK クラスターが ApacheACTIVE ZooKeeper 接続文字列を取得できるステー
タスである必要があります。クラスターがまだ CREATING 状態である場合、describe-
cluster コマンドの出力に ZookeeperConnectString は含まれません。このような場
合、数分待ってから、クラスターが ACTIVE 状態になった後に describe-cluster を再度
実行します。

API を使用した Apache ZooKeeper 接続文字列の取得
API を使用して Apache ZooKeeper 接続文字列を取得するには、を参照してくださいDescribeCluster。

Amazon MSK クラスターで使用するブートスト
ラップブローカーの取得

AWS Management Console を使用したブートスト
ラップブローカーの取得
ブートストラップブローカーとは、Apache Kafka クライアントがクラスターに接続するための出発点とし
て使用できるブローカーのリストを指します。このリストには、クラスター内のすべてのブローカーが含
まれているとは限りません。

1. https://console.aws.amazon.com/msk/ で Amazon MSK コンソールを開きます。
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2. このテーブルには、このアカウントにある現在のリージョンのすべてのクラスターが表示されます。
説明を表示するには、クラスターの名前を選択します。

3. [Cluster summary] (クラスターの概要) ページで、[View client information] (クライアント情報の表示) 
を選択します。これにより、ブートストラップブローカーと Apache ZooKeeper 接続文字列が表示さ
れます。

AWS CLI を使用したブートストラップブローカーの
取得
クラスターの作成時に取得したAmazon リソースネーム (ARN) ClusterArnに置き換えて、次のコマンド
を実行します。クラスターの ARN がない場合は、すべてのクラスターを一覧表示することで見つけられ
ます。詳細については、「the section called “クラスターの一覧表示” (p. 24)」を参照してください。

aws kafka get-bootstrap-brokers --cluster-arn ClusterArn

the section called “IAM アクセスコントロール” (p. 126) を使用するMSK クラスターでは、コマンドの出
力は以下の JSON の例のようになります。

{ 
    "BootstrapBrokerStringSaslIam": "b-1.myTestCluster.123z8u.c2.kafka.us-
west-1.amazonaws.com:9098,b-2.myTestCluster.123z8u.c2.kafka.us-west-1.amazonaws.com:9098"
}

次の例は、パブリックアクセスを有効にしたクラスターでのブートストラップブローカーを
示しています。BootstrapBrokerStringPublicSaslIamパブリックアクセスにはを使用
し、BootstrapBrokerStringSaslIam内部からのアクセスには文字列を使用しますAWS。

{ 
    "BootstrapBrokerStringPublicSaslIam": "b-2-public.myTestCluster.v4ni96.c2.kafka-
beta.us-east-1.amazonaws.com:9198,b-1-public.myTestCluster.v4ni96.c2.kafka-
beta.us-east-1.amazonaws.com:9198,b-3-public.myTestCluster.v4ni96.c2.kafka-beta.us-
east-1.amazonaws.com:9198", 
    "BootstrapBrokerStringSaslIam": "b-2.myTestCluster.v4ni96.c2.kafka-
beta.us-east-1.amazonaws.com:9098,b-1.myTestCluster.v4ni96.c2.kafka-
beta.us-east-1.amazonaws.com:9098,b-3.myTestCluster.v4ni96.c2.kafka-beta.us-
east-1.amazonaws.com:9098"
}

ブートストラップブローカーの文字列には、MSK クラスターがデプロイされているアベイラビリティー
ゾーン全体の 3 つのブローカーが含まれている必要があります (使用できるブローカーが 2 つしかない場
合を除く)。

API を使用したブートストラップブローカーの取得
API を使用したブートストラップブローカーについては、「」を参照してくださいGetBootstrapBrokers。

Amazon MSK クラスターの一覧表示
AWS Management Console を使用したクラスターの
一覧表示
1. https://console.aws.amazon.com/msk/ で Amazon MSK コンソールを開きます。
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AWS CLI を使用したクラスターの一覧表示

2. このテーブルには、このアカウントにある現在のリージョンのすべてのクラスターが表示されます。
詳細を表示するには、クラスターの名前を選択します。

AWS CLI を使用したクラスターの一覧表示
以下のコマンドを実行します。

aws kafka list-clusters

API を使用したクラスターの一覧表示
API を使用してクラスターを一覧表示するには、を参照してくださいListClusters。

ストレージのスループットのプロビジョニング
Amazon MSK ブローカーはデータをストレージボリュームに保持します。ストレージ I/O は、プロデュー
サーがクラスターに書き込むとき、データがブローカー間で複製されるとき、コンシューマーがメモリ
にないデータを読み取るときに消費されます。ボリュームストレージのスループットは、ストレージボ
リュームにデータを書き込んだり、ストレージボリュームから読み取ったりできる速度です。プロビジョ
ニングされたストレージのスループットとは、クラスター内のブローカーにそのレートを指定できること
です。

ブローカーのタイプがそれ以上のクラスターで、ストレージボリュームが 10 GiBkafka.m5.4xlarge 以
上の場合、プロビジョニングされるスループットレートを MiB /秒単位で指定できます。クラスターの作成
中に、プロビジョニングされたスループットを指定できます。ACTIVE状態のクラスターのプロビジョニン
グ済みスループットを有効または無効にすることもできます。

スループットのボトルネック
ブローカーのスループットのボトルネックの原因は複数あります。ボリュームスループット、Amazon 
EC2 から Amazon EBS へのネットワークスループット、Amazon EC2 出力スループットです。プロビ
ジョニングされたストレージのスループットを有効にして、ボリュームスループットを調整できます。た
だし、ブローカーのスループット制限は、Amazon EC2 から Amazon EBS へのネットワークスループッ
トと Amazon EC2 の出力スループットによって引き起こされる可能性があります。

Amazon EC2 の出力スループットは、コンシューマーグループの数とコンシューマーグループあたりのコ
ンシューマー数の影響を受けます。また、Amazon EC2 から Amazon EBS へのネットワークスループッ
トと Amazon EC2 出力スループットの両方が、ブローカータイプが大きいほど高くなります。

ボリュームサイズが 10 GiB 以上の場合は、250 MiB /秒以上のストレージスループットをプロビジョニン
グできます。デフォルトは 250 MiB /秒です。ストレージスループットをプロビジョニングするには、ブ
ローカータイプ kafka.m5.4xlarge 以上を選択する必要があります。次の表に示すように、最大スループッ
トを指定できます。

ブローカータイプ 最大ストレージスループット (MiB/秒)

カフカ M5.4Xラージ 593

カフカ M5.8Xラージ 850

カフカ M5.12Xラージ 1,000
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ブローカータイプ 最大ストレージスループット (MiB/秒)

カフカ M5.16Xラージ 1,000

カフカ M5.24Xラージ 1,000

ストレージスループットの測定
VolumeReadBytesVolumeWriteBytesおよびメトリックを使用して、クラスターの平均ストレージス
ループットを測定できます。これら 2 つのメトリックを合計すると、ストレージの平均スループットが
バイト単位でわかります。クラスターの平均ストレージスループットを取得するには、これら 2 つのメト
リックを SUM に、期間を 1 分に設定し、次の式を使用します。

Average storage throughput in MiB/s = (Sum(VolumeReadBytes) + Sum(VolumeWriteBytes)) / (60 
 * 1024 * 1024)

VolumeReadBytesVolumeWriteBytesおよびメトリックについては、を参照してくださいthe section 
called “PER_BROKERレベルモニタリング” (p. 176)。

設定更新
Amazon MSK の設定は、プロビジョニングされたスループットを有効にする前または後に更新できます。
ただし、num.replica.fetchers設定パラメーターを更新してプロビジョニングされたスループットを
有効にするという両方のアクションを実行するまでは、目的のスループットは表示されません。

デフォルトの Amazon MSK 設定では、num.replica.fetchersの値は 2 です。を更新するに
はnum.replica.fetchers、次の表の推奨値を使用できます。これらの値は参考用です。ユースケース
に基づいてこれらの値を調整することをお勧めします。

ブローカータイプ num.replica.fetchers

カフカ M5.4Xラージ 4

カフカ M5.8Xラージ 8

カフカ M5.12Xラージ 14

カフカ M5.16Xラージ 16

カフカ M5.24Xラージ 16

更新された構成は、最大24時間有効にならない場合があり、ソースボリュームが完全に使用されていない
場合はさらに時間がかかる場合があります。ただし、移行ボリュームのパフォーマンスは、少なくとも移
行期間中のソースストレージボリュームのパフォーマンスと同等です。1 TiB のボリュームをフル活用した
場合、更新された構成に移行するには、通常 6 時間ほどかかります。

を使用してストレージスループットをプロビジョニン
グするAWS Management Console
1. AWS Management Console にサインインし、Amazon MSK コンソール https:// 

console.aws.amazon.com/msk/home?region=us-east-1#/home/ を開きます。
2. Create cluster (クラスターの作成) を選択します。
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トをプロビジョニングするAWS CLI
3. Custom create (カスタム作成) を選択します。
4. クラスターの名前を指定します。
5. 「ストレージ」セクションで、「有効にする」を選択します。
6. ブローカーごとのストレージスループットの値を選択してください。
7. VPC、ゾーンとサブネット、セキュリティグループを選択します。
8. [Next] (次へ) を選択します。
9. セキュリティステップの一番下で、[次へ] を選択します。
10. 「監視とタグ付け」の手順の一番下で、「次へ」を選択します。
11. クラスター設定を確認して、[クラスターの作成] を選択します。

を使用してストレージスループットをプロビジョニン
グするAWS CLI
このセクションでは、を使用して、AWS CLIプロビジョニングされたスループットを有効にしたクラス
ターを作成する方法の例を示します。

1. 次の JSON をコピーして、ファイルに貼り付けます。サブネット ID とセキュリティグループ ID のプ
レースホルダーをアカウントの値に置き換えます。ファイルに cluster-creation.json という名
前を付け、保存します。

{ 
    "Provisioned": { 
        "BrokerNodeGroupInfo":{ 
            "InstanceType":"kafka.m5.4xlarge", 
            "ClientSubnets":[ 
                "Subnet-1-ID", 
                "Subnet-2-ID" 
            ], 
            "SecurityGroups":[ 
                "Security-Group-ID" 
            ], 
            "StorageInfo": { 
                "EbsStorageInfo": { 
                    "VolumeSize": 10, 
                    "ProvisionedThroughput": { 
                        "Enabled": true, 
                        "VolumeThroughput": 250 
                    } 
                } 
            } 
        }, 
        "EncryptionInfo": { 
            "EncryptionInTransit": { 
                "InCluster": false, 
                "ClientBroker": "PLAINTEXT" 
            } 
        }, 
        "KafkaVersion":"2.8.1", 
        "NumberOfBrokerNodes": 2 
    }, 
    "ClusterName": "provisioned-throughput-example"
}

2. 前のステップで JSON ファイルを保存したディレクトリから次のAWS CLIコマンドを実行します。

aws kafka create-cluster-v2 --cli-input-json file://cluster-creation.json
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API を使用したストレージスループットのプロビジョ
ニング
クラスターの作成時にプロビジョニングされたストレージのスループットを設定するに
は、CreateClusterV2 を使用します。

ブローカーストレージのスケールアップ
ブローカーごとに EBS ストレージの量を増やすことができます。ストレージを減らすことはできません。

ストレージボリュームは、このスケールアップオペレーション中も引き続き使用できます。

Important

MSK クラスター用にストレージをスケーリングすると、追加のストレージがすぐに使用可能に
なります。ただし、クラスターでは、ストレージスケーリングイベントが発生するたびにクー
ルダウン期間が必要です。Amazon MSK は、このクールダウン期間を利用して、クラスターを
再度スケーリングする前にクラスターを最適化します。この期間は、クラスターのストレージ
サイズや使用率、トラフィックに応じて、最低 6 時間から 24 時間以上までさまざまです。これ
は、auto UpdateBrokerStorageスケーリングイベントとオペレーションを使用する手動スケーリ
ングの両方に当てはまります。ストレージの適切なサイジングについては、「ベストプラクティ
ス (p. 207)」を参照してください。

階層型ストレージを使用すると、ブローカーのストレージ容量を無制限にスケールアップできます。「階
層型ストレージ (p. 16)」を参照してください。

トピック
• Auto Scaling (p. 28)
• 手動スケーリング (p. 30)

Auto Scaling
使用量の増加に応じてクラスターのストレージを自動的に拡張するように、Amazon MSK のアプリケー
ションオートスケーリングポリシーを設定できます。auto-scaling policy] では、対象のディスクの使用率
と最大スケーリング容量を設定します。

Amazon MSK の自動スケーリングを使用する前に、次の点を考慮する必要があります。

• Important

ストレージスケーリングアクションは、6 時間に一度、拡張アクションを実行することができ
ます。

まず、ストレージの需要に適したサイズのストレージボリュームから始めることをお勧めします。クラ
スターの適切なサイジングに関するガイダンスについては、「」を参照してください。 クラスターを適
切なサイズにする:クラスターあたりのブローカーの数 (p. 207)。

• Amazon MSK は、使用量の減少に応じてクラスターストレージを削減することはありません。Amazon 
MSK では、ストレージボリュームのサイズを減らすことはできません。クラスターストレージの容量を
減らす必要がある場合は、既存のクラスターを小さいストレージのクラスターに移行してください。ク
ラスターの移行については、「移行  (p. 167)」を参照してください。

• Amazon MSK は、アジアパシフィック (大阪) およびアフリカ (ケープタウン) リージョンでは自動ス
ケーリングをサポートしていません。
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• クラスターにauto-scaling ポリシーを関連付けると、Amazon EC2 Auto Scaling がクラスターを関連付
けると、Amazon EC2 Auto CloudWatch ターゲット追跡用のアラーム。auto-scaling ポリシーを持つク
ラスターを削除すると、 CloudWatch アラームが永続します。を削除するには CloudWatch アラームの
場合、クラスターを削除する前に、クラスターから auto-scaling ポリシーを削除する必要があります。
ターゲット追跡の詳細については、「」Amazon EC2 Auto Scaling のターゲットトラッキングスケーリ
ングポリシーのAmazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド。

[Auto Scaling
auto-scaling policy] では、クラスターの次のパラメータを定義します。

• ストレージ使用率ターゲット: Amazon MSK がauto-scaling オペレーションをトリガーするために参照す
るストレージ使用率のしきい値。使用率のターゲットは、現在のストレージ容量の 10% ～ 80% に設定
できます。ストレージ使用率ターゲットの設定の推奨値は 50% から 60% です。

• 最大ストレージ: Amazon MSK がブローカーストレージに設定できるスケーリングの上限です。最大ス
トレージ容量は、各ブローカーにつき最大 16 TiB に設定できます。詳細については、「Amazon MSK 
クォータ (p. 189)」を参照してください。

Amazon MSK がそれを検出するとMaximum Disk Utilization[Ret] が以下と同じかそれ以上にしま
すStorage Utilization Targetの設定では、以下の 2 つの数値のうち大きい方と同じ量だけ拡張
します:以下の 2 つの数値のうち大きい 10 GiB または現在のストレージの 10%。例えば、現在の容量
が 1000 GiB の場合、その量は 100 GiB となります。このサービスは、ストレージ使用率を 1 分ごとに
チェックします。スケーリングオペレーションを重ねると、以下の 2 つの数値のうち大きい方と同じ量だ
け拡張します:2 つの数値の 10 GiB または現在のストレージの 10%。

auto-scaling 操作が行われたかどうかを判断するには、 ListClusterOperationsオペレーション.

Amazon MSK クラスターの自動スケーリングを設定する
Amazon MSK コンソール、Amazon MSK API、またはを使用できます。AWS CloudFormationストレー
ジの自動スケーリングを実装します。 CloudFormation サポートは以下から利用できますApplication Auto 
Scaling。

Note

クラスターを作成する際には、自動スケーリングを実装することはできません。まずはクラス
ターを作成し、そのクラスターのauto-scaling ポリシーを作成して有効にする必要があります。た
だし、Amazon MSK サービスによるクラスターの作成と同時に、ポリシーを作成することはでき
ます。

を使用して自動スケーリングを設定するAWS Management Console

1. AWS Management Console にサインインし、Amazon MSK コンソール https:// 
console.aws.amazon.com/msk/home?region=us-east-1#/home/ を開きます。

2. クラスターリストから、 お客様のクラスターを選択します。クラスターの詳細を一覧表示するページ
に移動します。

3. [Auto scaling for storage] (ストレージのオートスケーリング) セクションで、[Configure] (設定) を選択
します。

4. オートスケーリングポリシーを作成して名前を付けます。ストレージ使用率のターゲット、最大スト
レージ容量、およびターゲットメトリクスを指定します。

5. Save changes を選択します。

新しいポリシーを保存して有効にすると、ポリシーがクラスターに対してアクティブになりま
す。Amazon MSK は、ストレージ使用率が設定した値に達すると、クラスターのストレージを拡張しま
す。
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CLI を使用して自動スケーリングをセットアップする

1. を使用する RegisterScalableTargetコマンドを使用して、ストレージ使用率ターゲットを登録しま
す。

2. を使用する PutScalingPolicyコマンドを使用して、自動拡張ポリシーを作成する。

API を使用して自動スケーリングを設定する

1. を使用する RegisterScalableTargetストレージ使用率ターゲットを登録するAPI。
2. を使用する PutScalingPolicyAPI を使用して、自動拡張ポリシーを作成する。

手動スケーリング
ストレージを増やすには、クラスターが ACTIVE 状態になるのを待ちます。ストレージのスケーリングの
クールダウン期間は、各イベント間で最低で 6 時間です。このオペレーションによって追加のストレージ
がすぐに使用可能になりますが、クラスターで最適化を実行するため、この操作に最大 24 時間以上かか
ることがあります。これらの最適化の所要時間は、ストレージの容量に比例します。

AWS Management Console を使用したブローカーストレージの
スケールアップ
1. https://console.aws.amazon.com/msk/ で Amazon MSK コンソールを開きます。
2. ブローカーストレージをアップデートしたい MSK クラスターを選択します。
3. [Storage] (ストレージ) セクションで、[Edit] (編集) を選択します。
4. 必要なストレージボリュームを指定します。ストレージの量を増やすだけで、減らすことはできませ

ん。
5. [変更の保存] を選択します。

AWS CLI を使用したブローカーストレージのスケールアップ
クラスターの作成時に取得したAmazon リソースネーム (ARN) ClusterArnに置き換えて、次のコマンド
を実行します。クラスターの ARN がない場合は、すべてのクラスターを一覧表示することで見つけられ
ます。詳細については、「the section called “クラスターの一覧表示” (p. 24)」を参照してください。

Current-Cluster-Version を、クラスターの現在のバージョンに置き換えます。

Important

クラスターのバージョンは単純な整数ではありません。クラスターの現在のバージョンを確認
するには、DescribeClusterオペレーションまたは describe-clusterAWS CLI コマンドを使用しま
す。サンプルのバージョンは KTVPDKIKX0DER です。

Target-Volume-in GiB パラメータは、各ブローカーが持つストレージの量を表します。すべてのブ
ローカーのストレージのみ、更新できます。ストレージを更新するブローカーを個別に指定することはで
きません。Target-Volume-in-GiB に指定する値は、100 GiB を超える整数である必要があります。更
新操作後のブローカーごとのストレージは 16384 GiB を超えることはできません。

aws kafka update-broker-storage --cluster-arn ClusterArn --current-version Current-
Cluster-Version --target-broker-ebs-volume-info '{"KafkaBrokerNodeId": "All", 
 "VolumeSizeGB": Target-Volume-in-GiB}' 
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API を使用したブローカーストレージのスケールアップ
API を使用してブローカーストレージを更新するには、を参照してくださいUpdateBrokerStorage。

ブローカータイプの更新
Apache Kafka パーティションを再割り当てしなくても、ブローカーのタイプ (サイズまたはファミリー) 
を変更することで、MSK クラスターをオンデマンドマンドでスケールできます。ブローカーのタイプを変
更すると、クラスター I/O を中断することなく、ワークロードの変化に基づいて MSK クラスターのコン
ピューティング性能を柔軟に調整できます。Amazon MSK は、特定のクラスター内のすべてのブローカー
に対して同じブローカータイプを使用します。このセクションでは、MSK クラスターのブローカータイプ
を更新する方法について説明します。ブローカータイプの更新は、クラスターの稼働中にローリング方式
で行われます。そのため、Amazon MSK がブローカータイプの更新を実行する際には、一度に 1 つずつ
のブローカーを停止します。ブローカータイプの更新中にクラスターの可用性を高める方法については、
「the section called “高可用性クラスターの構築” (p. 208)」を参照してください。生産性に影響が出る可
能性をさらに減らすには、トラフィックが少ない期間にブローカータイプの更新を実行することもできま
す。

ブローカータイプの更新中は、引き続きデータの生成と消費を行うことができます。ただし、更新が完了
するまでは、ブローカーの再起動やAmazon MSK オペレーションに記載されている更新操作を呼び出すこ
とはできません。

クラスターを容量の小さいブローカータイプに更新する場合、まずテストクラスターで更新を試して、作
業への影響を確認することを推奨します。

Important

各ブローカーごとのパーティション数が the section called “ クラスターを適切なサイズにする:ブ
ローカーのパーティション数” (p. 207) で指定された上限を超える場合、クラスターをより小さ
なブローカータイプに更新することはできません。

AWS Management Console を使用したブローカータ
イプの更新
1. https://console.aws.amazon.com/msk/ で Amazon MSK コンソールを開きます。
2. ブローカータイプを更新したい MSK クラスターを選択します。
3. クラスターの詳細ページで、[Brokers summary] (ブローカーの概要) セクションにある、[Edit broker 

type] (ブローカータイプの編集) を選択します。
4. リストから必要なブローカーの種類を選択します。
5. 変更の保存。

AWS CLI を使用したブローカータイプの更新
1. クラスターの作成時に取得したAmazon リソースネーム (ARN) ClusterArnに置き換えて、次のコマ

ンドを実行します。クラスターの ARN がない場合は、すべてのクラスターを一覧表示することで見
つけられます。詳細については、「the section called “クラスターの一覧表示” (p. 24)」を参照して
ください。

Current-Cluster-Version TargetTypeをクラスターの現在のバージョンと希望するブローカー
の新しいタイプに置き換えます。ブローカータイプについての詳細は、「the section called “ブロー
カータイプ” (p. 12)」を参照してください。
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aws kafka update-broker-type --cluster-arn ClusterArn --current-version Current-
Cluster-Version --target-instance-type TargetType

次に、このコマンドの使用例を示します。

aws kafka update-broker-type --cluster-arn "arn:aws:kafka:us-
east-1:0123456789012:cluster/exampleName/abcd1234-0123-abcd-5678-1234abcd-1" --current-
version "K1X5R6FKA87" --target-instance-type kafka.m5.large 

この コマンドの出力は、次の JSON の例のようになります。

{ 
    "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:0123456789012:cluster/exampleName/
abcd1234-0123-abcd-5678-1234abcd-1", 
    "ClusterOperationArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster-
operation/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2/0123abcd-
abcd-4f7f-1234-9876543210ef"
}

2. update-broker-typeオペレーションの結果を取得するには、[CC] コマンドの出力で取得した 
ARN) ClusterOperationArnに置き換え、update-broker-type次のコマンドを実行します。

aws kafka describe-cluster-operation --cluster-operation-arn ClusterOperationArn

この describe-cluster-operation コマンドの出力は、次の JSON の例のようになります。

{ 
  "ClusterOperationInfo": { 
    "ClientRequestId": "982168a3-939f-11e9-8a62-538df00285db", 
    "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:0123456789012:cluster/exampleName/
abcd1234-0123-abcd-5678-1234abcd-1", 
    "CreationTime": "2021-01-09T02:24:22.198000+00:00", 
    "OperationArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster-operation/
exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2/0123abcd-
abcd-4f7f-1234-9876543210ef", 
    "OperationState": "UPDATE_COMPLETE", 
    "OperationType": "UPDATE_BROKER_TYPE", 
    "SourceClusterInfo": { 
      "InstanceType": "t3.small" 
    }, 
    "TargetClusterInfo": { 
      "InstanceType": "m5.large" 
    } 
  }
}

OperationState の値が UPDATE_IN_PROGRESS の場合は、しばらく待ってから再度 describe-
cluster-operation コマンドを実行します。

API を使用したブローカータイプの更新
API を使用してブローカータイプを更新するには、「」を参照してくださいUpdateBrokerType。
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Amazon MSK クラスター設定の更新
クラスターの設定を更新するには、クラスターが ACTIVE 状態であることを確認します。また、MSK ク
ラスター上のブローカーあたりのパーティション数がで説明されている制限を下回っていることを確認
する必要がありますthe section called “ クラスターを適切なサイズにする:ブローカーのパーティション
数” (p. 207)。これらの制限を超えるクラスターの設定を更新することはできません。

カスタム設定の作成方法、更新可能なプロパティ、既存のクラスター の設定を更新した場合の動作な
ど、MSK 設定について詳細は、「構成 (p. 42)」を参照してください。

AWS CLI を使用したクラスターの設定の更新
1. 次の JSON をコピーして、ファイルに保存します。ファイルを configuration-info.json

と名付けます。をクラスターの更新に使用する設定の Amazon リソースネーム (ARN)
ConfigurationArnに置き換えます。次の JSON では、ARN 文字列は引用符で囲む必要がありま
す。

Configuration-Revision を、使用する設定のリビジョンに置き換えます。設定のリビジョン
は、1 から始まる整数です。次の JSON では、この整数を引用符で囲むことはできません。

{ 
     "Arn": ConfigurationArn, 
     "Revision": Configuration-Revision
}

2. ClusterArnクラスターの作成時に取得したARNに置き換えて、次のコマンドを実行します。クラス
ターの ARN がない場合は、すべてのクラスターを一覧表示することで見つけられます。詳細につい
ては、「the section called “クラスターの一覧表示” (p. 24)」を参照してください。

Path-to-Config-Info-File を設定情報ファイルのパスに置き換えます。前の手順で作成した
ファイルを configuration-info.json と命名して現在のディレクトリに保存した場合、Path-
to-Config-Info-File は configuration-info.json です。

Current-Cluster-Version を、クラスターの現在のバージョンに置き換えます。
Important

クラスターのバージョンは単純な整数ではありません。クラスターの現在のバージョンを確
認するには、DescribeClusterオペレーションまたは describe-clusterAWS CLI コマンドを使
用します。サンプルのバージョンは KTVPDKIKX0DER です。

aws kafka update-cluster-configuration --cluster-arn ClusterArn --configuration-info 
 file://Path-to-Config-Info-File --current-version Current-Cluster-Version

次に、このコマンドの使用例を示します。

aws kafka update-cluster-configuration --cluster-arn "arn:aws:kafka:us-
east-1:0123456789012:cluster/exampleName/abcd1234-0123-abcd-5678-1234abcd-1" --
configuration-info file://c:\users\tester\msk\configuration-info.json --current-version 
 "K1X5R6FKA87"

この update-cluster-configuration コマンドの出力は、次の JSON の例のようになります。

{ 
    "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster/exampleClusterName/
abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2", 

33

https://docs.aws.amazon.com/msk/1.0/apireference/clusters-clusterarn.html#DescribeCluster
https://awscli.amazonaws.com/v2/documentation/api/latest/reference/kafka/describe-cluster.html


Amazon Managed Streaming for 
Apache Kafka デベロッパーガイド

API を使用したクラスターの設定の更新

    "ClusterOperationArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster-
operation/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2/0123abcd-
abcd-4f7f-1234-9876543210ef"
}

3. update-cluster-configurationオペレーションの結果を取得するには、[CC] コマンドの出力で
取得した ARN) ClusterOperationArnに置き換え、update-cluster-configuration次のコマ
ンドを実行します。

aws kafka describe-cluster-operation --cluster-operation-arn ClusterOperationArn

この describe-cluster-operation コマンドの出力は、次の JSON の例のようになります。

{ 
    "ClusterOperationInfo": { 
        "ClientRequestId": "982168a3-939f-11e9-8a62-538df00285db", 
        "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster/exampleClusterName/
abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2", 
        "CreationTime": "2019-06-20T21:08:57.735Z", 
        "OperationArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster-
operation/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2/0123abcd-
abcd-4f7f-1234-9876543210ef", 
        "OperationState": "UPDATE_COMPLETE", 
        "OperationType": "UPDATE_CLUSTER_CONFIGURATION", 
        "SourceClusterInfo": {}, 
        "TargetClusterInfo": { 
            "ConfigurationInfo": { 
                "Arn": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:configuration/
ExampleConfigurationName/abcdabcd-abcd-1234-abcd-abcd123e8e8e-1", 
                "Revision": 1 
            } 
        } 
    }
}

この出力では、OperationType は UPDATE_CLUSTER_CONFIGURATION です。OperationState
の値が UPDATE_IN_PROGRESS の場合は、しばらく待ってから再度 describe-cluster-
operation コマンドを実行します。

API を使用したクラスターの設定の更新
API を使用してクラスターの設定を更新するには、を参照してくださいUpdateClusterConfiguration。

Amazon MSK クラスターの拡張
この Amazon MSK オペレーションは、お使いの MSK クラスター内のブローカー数を増やしたい場合に使
用します。クラスターを拡張するには、クラスターが ACTIVE 状態であることを確認します。

Important

MSK クラスターを拡張する際には、必ずこの Amazon MSK オペレーションを使用してくださ
い。このオペレーションを使用せずにクラスターにブローカーを追加しようとしないでくださ
い。

ブローカーをクラスターに追加した後にパーティションを再調整する方法については、「the section 
called “パーティションの再割り当て” (p. 211)」を参照してください 。
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AWS Management Console を使用したクラスターの
拡張
1. https://console.aws.amazon.com/msk/ で Amazon MSK コンソールを開きます。
2. ブローカー数を増やしたい MSK クラスターを選択します。
3. クラスターの詳細ページで、[Cluster-Level Broker Details] (クラスターレベルのブローカーの詳細) の

見出しの隣にある[Edit] (編集) を選択します。
4. クラスターに必要なブローカーの数を各アベイラビリティーゾーンごと入力したら、[Save changes]

(変更を保存) を選択します。

AWS CLI を使用したクラスターの拡張
1. クラスターの作成時に取得したAmazon リソースネーム (ARN) ClusterArnに置き換えて、次のコマ

ンドを実行します。クラスターの ARN がない場合は、すべてのクラスターを一覧表示することで見
つけられます。詳細については、「the section called “クラスターの一覧表示” (p. 24)」を参照して
ください。

Current-Cluster-Version を、クラスターの現在のバージョンに置き換えます。

Important

クラスターのバージョンは単純な整数ではありません。クラスターの現在のバージョンを確
認するには、DescribeClusterオペレーションまたは describe-clusterAWS CLI コマンドを使
用します。サンプルのバージョンは KTVPDKIKX0DER です。

Target-Number-of-Brokers パラメータは、このオペレーションが正常に完了したときにクラ
スターが持つブローカーノードの総数を表します。Target-Number-of-Brokers に指定する値
は、クラスター内の現在のブローカー数より大きい整数である必要があります。また、アベイラビリ
ティーゾーンの数の倍数である必要があります。

aws kafka update-broker-count --cluster-arn ClusterArn --current-version Current-
Cluster-Version --target-number-of-broker-nodes Target-Number-of-Brokers

この update-broker-count オペレーションの出力は、次の JSON のようになります。

{ 
     
    "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster/exampleClusterName/
abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2", 
    "ClusterOperationArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster-
operation/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2/0123abcd-
abcd-4f7f-1234-9876543210ef"
}

2. update-broker-countオペレーションの結果を取得するには、[CC] コマンドの出力で取得した 
ARN) ClusterOperationArnに置き換え、update-broker-count次のコマンドを実行します。

aws kafka describe-cluster-operation --cluster-operation-arn ClusterOperationArn

この describe-cluster-operation コマンドの出力は、次の JSON の例のようになります。

{ 
    "ClusterOperationInfo": { 
        "ClientRequestId": "c0b7af47-8591-45b5-9c0c-909a1a2c99ea", 

35

https://console.aws.amazon.com/msk/
https://docs.aws.amazon.com/msk/1.0/apireference/clusters-clusterarn.html#DescribeCluster
https://awscli.amazonaws.com/v2/documentation/api/latest/reference/kafka/describe-cluster.html


Amazon Managed Streaming for 
Apache Kafka デベロッパーガイド
API を使用したクラスターの拡張

        "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster/exampleClusterName/
abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2", 
        "CreationTime": "2019-09-25T23:48:04.794Z", 
        "OperationArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster-
operation/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2/0123abcd-
abcd-4f7f-1234-9876543210ef", 
        "OperationState": "UPDATE_COMPLETE", 
        "OperationType": "INCREASE_BROKER_COUNT", 
        "SourceClusterInfo": { 
            "NumberOfBrokerNodes": 9 
        }, 
        "TargetClusterInfo": { 
            "NumberOfBrokerNodes": 12 
        } 
    }
}

この出力では、OperationType は INCREASE_BROKER_COUNT です。OperationState の値が
UPDATE_IN_PROGRESS の場合は、しばらく待ってから再度 describe-cluster-operation コマ
ンドを実行します。

API を使用したクラスターの拡張
API を使用してクラスター内のブローカー数を増やすには、を参照してくださいUpdateBrokerCount。

クラスターのセキュリティ設定の更新
この Amazon MSK オペレーションでは、お客様の MSK クラスターにおける認証とクライアントブロー
カーの暗号化設定を更新することができます。また、相互 TLS 認証の証明書への署名に使用するプライ
ベートセキュリティ認証を更新することもできます。クラスター内部 (broker-to-broker) 暗号化の設定は変
更できません。

セキュリティ設定を更新するには、クラスターは ACTIVE 状態である必要があります。

IAM、SASL、または TLS を使用して認証をオンにする場合は、クライアントとブローカーの間の暗号化
も有効にする必要があります。次の表に、考えられる組み合わせを示します。

認証 クライアントブローカーの暗号
化オプション

ブローカーとブローカーの暗号
化

未認証 TLS、PLAINTEXT、TLS_PLAINTEXTオンでもオフでも可。

mTLS TLS、TLS_PLAINTEXT オンのみ可。

SASL/SCRAM TLS オンのみ可。

SASL/IAM TLS オンのみ可。

クライアント―ブローカー間の暗号化が TLS_PLAINTEXT に設定されており、クライアント認証は mTLS
に設定されている場合、Amazon MSK はクライアントが接続可能な 2 種類のリスナーを作成します。一方
はクライアントが TLS 暗号化で mTLS 認証を用いて接続できるリスナーで、もう一方は認証または暗号化 
(プレーンテキスト) なしで接続可能なリスナーです。

セキュリティの設定についてのより詳細な情報は、「セキュリティ (p. 109)」を参照してください。
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AWS Management Console を使用したクラスターの
セキュリティ設定の更新
1. https://console.aws.amazon.com/msk/ で Amazon MSK コンソールを開きます。
2. 更新する MSK クラスターを選択します。
3. [Security settings] (セキュリティ設定) セクションで [Edit] (編集) を選択します。
4. クラスターに必要な認証および暗号化の設定を選択し、 [Save changes] (変更の保存) を行います。

AWS CLI を使用したクラスターのセキュリティ設定
の更新
1. クラスターに適用したい暗号化設定を含む JSON ファイルを作成します。次に例を示します。

Note

更新できるのは、クライアント―ブローカー間の暗号化設定のみです。クラスター内部 
(broker-to-broker) 暗号化の設定を更新することはできません。

{"EncryptionInTransit":{"ClientBroker": "TLS"}}

2. クラスターに適用したい認証設定を含む JSON ファイルを作成します。次に例を示します。

{"Sasl":{"Scram":{"Enabled":true}}}

3. 以下の AWS CLI コマンドを実行します。

aws kafka update-security --cluster-arn ClusterArn --current-version Current-Cluster-
Version --client-authentication file://Path-to-Authentication-Settings-JSON-File --
encryption-info file://Path-to-Encryption-Settings-JSON-File

この update-security オペレーションの出力は、次の JSON のようになります。

{ 
     
    "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster/exampleClusterName/
abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2", 
    "ClusterOperationArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster-
operation/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2/0123abcd-
abcd-4f7f-1234-9876543210ef"
}

4. update-securityオペレーションの結果を取得するには、[CC] コマンドの出力で取得した ARN)
ClusterOperationArnに置き換え、update-security次のコマンドを実行します。

aws kafka describe-cluster-operation --cluster-operation-arn ClusterOperationArn

この describe-cluster-operation コマンドの出力は、次の JSON の例のようになります。

{ 
    "ClusterOperationInfo": { 
        "ClientRequestId": "c0b7af47-8591-45b5-9c0c-909a1a2c99ea", 
        "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster/exampleClusterName/
abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2", 
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        "CreationTime": "2021-09-17T02:35:47.753000+00:00", 
        "OperationArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster-
operation/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2/0123abcd-
abcd-4f7f-1234-9876543210ef", 
        "OperationState": "PENDING", 
        "OperationType": "UPDATE_SECURITY", 
        "SourceClusterInfo": {}, 
        "TargetClusterInfo": {} 
    }
}

OperationState に値 PENDING または UPDATE_IN_PROGRESS がある場合、しばらく待ってから
再度 describe-cluster-operation コマンドを実行します。

API を使用したクラスターのセキュリティ設定の更新
API を使用してクラスターのセキュリティ設定を更新するには、を参照してくださいUpdateSecurity。

Note

クラスターのセキュリティ設定の更新に用いられる AWS CLI および API オペレーションはべき
等です。つまり、セキュリティ更新オペレーションを呼び出して、対象のクラスターに現在設定
されているものと同じ認証または暗号化設定を指定しても、その設定は変更されません。

Amazon MSK クラスターのブローカーの再起動
この Amazon MSK オペレーションは、お使いの MSK クラスターのブローカーを再起動する際に使用しま
す。クラスターのブローカーを再起動するには、クラスターが ACTIVE 状態であることを確認してくださ
い。

Amazon MSK サービスは、パッチ適用やバージョンのアップグレードといったシステムメンテナンス中に 
MSK クラスターのブローカーを再起動することがあります。ブローカーを手動で再起動すると、Kafka ク
ライアントのレジリエンスをテストできるので、システムメンテナンス時にどのような反応が起こるかを
判断できます。

ブローカーの再起動AWS Management Console
1. https://console.aws.amazon.com/msk/ で Amazon MSK コンソールを開きます。
2. ブローカーを再起動したい MSK クラスターを選択します。
3. [Broker details] (ブローカーの詳細) セクションまでスクロールし、再起動するブローカーを選択しま

す。
4. [Reboot broker] (ブローカーの再起動) を選択します。

ブローカーの再起動AWS CLI
1. 次のコマンドを実行して、置き換えます。ClusterArnクラスターの作成時に取得した Amazon リ

ソースネーム (ARN) とBrokerId再起動するブローカーの ID を指定します。

Note

reboot-broker オペレーションは、一度に 1 つのブローカーの再起動のみをサポートしま
す。
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クラスターの ARN がない場合は、すべてのクラスターを一覧表示することで見つけられます。(詳細
については、「the section called “クラスターの一覧表示” (p. 24)」を参照してください)

クラスターにブローカー ID がない場合は、ブローカーノードを一覧表示することで見つけられます。
詳細については、「list-nodes」を参照してください。

aws kafka reboot-broker --cluster-arn ClusterArn --broker-ids BrokerId

この reboot-broker オペレーションの出力は、次の JSON のようになります。

{ 
     
    "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster/exampleClusterName/
abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2", 
    "ClusterOperationArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster-
operation/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2/0123abcd-
abcd-4f7f-1234-9876543210ef"
}

2. の結果を得るにはreboot-brokerオペレーションでは、次のコマンドを実行して、置き換えま
すClusterOperationArnの出力で取得した ARN を使用してreboot-brokerコマンド。

aws kafka describe-cluster-operation --cluster-operation-arn ClusterOperationArn

この describe-cluster-operation コマンドの出力は、次の JSON の例のようになります。

{ 
    "ClusterOperationInfo": { 
        "ClientRequestId": "c0b7af47-8591-45b5-9c0c-909a1a2c99ea", 
        "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster/exampleClusterName/
abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2", 
        "CreationTime": "2019-09-25T23:48:04.794Z", 
        "OperationArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster-
operation/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2/0123abcd-
abcd-4f7f-1234-9876543210ef", 
        "OperationState": "REBOOT_IN_PROGRESS", 
        "OperationType": "REBOOT_NODE", 
        "SourceClusterInfo": {}, 
        "TargetClusterInfo": {} 
    }
}

再起動オペレーションが完了すると、OperationState が REBOOT_COMPLETE になります。

API を使用してブローカーの再起動
API を使用してクラスター内のブローカーを再起動するには、「」を参照してください。RebootBroker。

Amazon MSK クラスターのタグ付け
独自のメタデータは、タグの形で MSK クラスターなどの Amazon MSK リソースに割り当てることができ
ます。タグは、リソースに対して定義するキーと値のペアです。タグの使用は、AWS リソースの管理や
データ (請求データなど) の整理を行うシンプルかつ強力な方法です。

トピック
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タグの基本

• タグの基本 (p. 40)
• タグ付けを使用したコストの追跡 (p. 40)
• タグの制限 (p. 40)
• Amazon MSK API を使用してリソースのタグ付け (p. 41)

タグの基本
次のタスクを実行する際に、 Amazon MSK API を使用できます。

• Amazon MSK リソースにタグを追加します。
• Amazon MSK リソースのタグを一覧表示します。
• Amazon MSK リソースからタグを削除します。

タグを使用して Amazon MSK リソースを分類できます。例えば、目的、所有者、環境などに基づいて 
Amazon MSK クラスターを分類できます。タグごとにキーと値を定義するため、特定のニーズを満たすた
めのカテゴリのカスタムセットを作成できます。たとえば、所有者と、関連するアプリケーションに基づ
いてクラスターを追跡するのに役立つタグのセットを定義できます。

次に示すのは、いくつかのタグの例です。

• Project: Project name
• Owner: Name
• Purpose: Load testing
• Environment: Production

タグ付けを使用したコストの追跡
タグを使用して、AWS コストを分類して追跡できます。AWS リソース (Amazon MSK クラスターなど) 
にタグを適用すると、AWS のコスト配分レポートに、タグ別に集計された使用状況とコストが表示されま
す。自社のカテゴリ (たとえばコストセンター、アプリケーション名、所有者) を表すタグを適用すると、
複数のサービスにわたってコストを分類することができます。詳細については、「AWS Billing ユーザーガ
イド」の「コスト配分タグを使用したカスタム請求レポート」を参照してください。

タグの制限
Amazon MSK のタグには以下の制限があります。

基本制限

• リソースあたりのタグの最大数は 50 です。
• タグのキーと値は大文字と小文字が区別されます。
• 削除されたリソースのタグを変更または編集することはできません。

タグキーの制限

• 各タグキーは一意である必要があります。既に使用されているキーを含むタグを追加すると、新しいタ
グで、既存のキーと値のペアが上書きされます。

• aws: は AWS が使用するように予約されているため、このプレフィックスを含むタグキーで開始するこ
とはできません。AWSではユーザーの代わりにこのプレフィックスで始まるタグを作成しますが、ユー
ザーはこれらのタグを編集または削除することはできません。
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Amazon MSK API を使用してリソースのタグ付け

• タグキーの長さは 1～128 文字 (Unicode) にする必要があります。
• タグキーは次の文字で構成されている必要があります。Unicode 文字、数字、数字、数字、特殊文字 

()。_ . / = + - @。

タグ値の制限

• タグ値の長さは 0～255 文字 (Unicode) にする必要があります。
• タグ値は空白にすることができます。それ以外の場合は、次の文字で構成されている必要がありま

す。Unicode 文字、数字、数字、数字、特殊文字 ()。_ . / = + - @。

Amazon MSK API を使用してリソースのタグ付け
次のオペレーションを使用して、Amazon MSK リソースへのタグの追加と削除をしたり、特定の リソー
スの現在のタグセットを一覧表示したりできます。

• ListTagsForResource
• TagResource
• UntagResource
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カスタム 設定

Amazon MSK のの構成
Amazon Mabka Kafka Amazon マネージドストリーミングは、ブローカー、トピック、および Apache 
ZooKeeper ノードのデフォルト設定を提供します。また、カスタム設定を作成し、それらを使用して新し
い MSK クラスターを作成したり、既存のクラスターを更新することもできます。MSK 設定は、一連のプ
ロパティとそれに対応する値で構成されます。

トピック
• カスタム (p. 42)
• Amazon MSK のののデフォルト設定 (p. 48)
• 階層型ストレージのトピックレベル構成に関するガイドライン (p. 56)
• Amazon MSK 設定の操作 (p. 57)

カスタム
Amazon MSK を使用して、次のプロパティを設定するカスタム MSK 設定を作成できます。明示的に設定
しないプロパティは、the section called “デフォルト設定” (p. 48) にある値を取得します。設定プロパ
ティの詳細については、「Apache Kafka の設定」を参照してください。

Apache Kafka 設定のプロパティ

名前 説明

allow.everyone.if.no.acl.found このプロパティをに設定する場合はfalse、最初
にクラスターに Apache Kafka ACL を定義してい
ることを確認してください。falseこのプロパ
ティをに設定し、最初に Apache Kafka ACL を定
義しない場合、クラスターにアクセスできなくな
ります。その場合は、設定を再度更新し、trueこ
のプロパティをに設定することで、クラスターへ
のアクセスを回復できます。

auto.create.topics.enable サーバーでのトピックの自動作成を有効にしま
す。

compression.type 特定のトピックの最終的な圧縮タイプ。このプ
ロパティは、スタンダードの圧縮コーデック 
(gzip、snappy、lz4、および zstd) に設定でき
ます。さらに受け入れますuncompressed。この
値は、圧縮しない場合と同じです。値をに設定す
るとproducer、プロデューサーが設定した元の圧
縮コーデックが保持されます。

接続数.max.idle.ms アイドル接続のタイムアウト (ミリ秒単位)。サー
バーソケットプロセッサスレッドは、このプロパ
ティに設定した値を超えてアイドル状態の接続を
閉じます。

default.replication.factor 自動的に作成されるトピックのデフォルトのレプ
リケーション係数。

delete.topic.enable トピックの削除オペレーションを有効にします。
この設定をオフにすると、管理ツールからトピッ
クを削除することはできません。
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カスタム 設定

名前 説明

group.initial.rebalance.delay.ms グループコーディネーターが最初のリバランスを
実行する前に、より多くのデータコンシューマー
が新しいグループに参加するまでグループコー
ディネーターが待機する時間。遅延が長くなる
と、再調整が少なくなる可能性がありますが、処
理が開始されるまでの時間が長くなります。

group.max.session.timeout.ms 登録されたコンシューマーの最大セッションタイ
ムアウト。タイムアウトが長くなると、障害の検
出に時間がかかる代わりに、消費者はハートビー
トの合間にメッセージを処理する時間が長くなり
ます。

group.min.session.timeout.ms 登録されたコンシューマーの最小セッションタ
イムアウト。タイムアウトを短くすると、コン
シューマーのハートビートが頻繁に発生します
が、障害の検出が速くなります。これにより、ブ
ローカーのリソースが圧迫される可能性がありま
す。

leader.imbalance.per.broker.percentage ブローカーごとに許容されるリーダーの不均衡
率。コントローラーは、リーダー残高がブロー
カーごとにこの値を超えると、リーダーバランス
をトリガーします。この値はパーセントで指定さ
れます。

log.cleaner.delete.retention.ms Apache Kafka が削除されたレコードを保持する時
間。最小値は 0 です。

log.cleaner.min.cleanable.ratio この設定プロパティには、0 から 1 までの値を指
定できます。この値は、ログコンパクターがログ
のクリーンアップを試行する頻度を決定します (ロ
グコンパクションが有効になっている場合)。デ
フォルトでは、Apache Kafka は、ログの 50％ 以
上が圧縮されている場合、ログのクリーニングを
回避します。この比率は、ログが重複によって浪
費する最大スペースを制限します (50％ の場合、
ログの最大 50％ が重複する可能性があることを意
味します)。比率が高いほど、クリーニングは少な
く、効率的ですが、ログ内の無駄なスペースが多
くなります。

log.cleanup.policy 保存ウィンドウ外のセグメントのデフォルトのク
リーンアップポリシー。カンマ区切りの有効なポ
リシーのリスト。有効なポリシーは delete およ
び compact です。

log.flush.interval.messages メッセージがディスクにフラッシュされる前にロ
グパーティションに蓄積されるメッセージの数。

log.flush.interval.ms 任意のトピックのメッセージがディスクにフ
ラッシュされる前にメモリに残っている最大
時間 (ミリ秒単位)。この値を設定しない場合
は、log.roller.interval.interval.interval.interval.interval.interval.interval.ms 
の値が使用されます。最小値は 0 です。
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カスタム 設定

名前 説明

log.message.timestamp.difference.max.ms ブローカーがメッセージを受信したときのタイ
ムスタンプと、メッセージで指定されたタイム
スタンプとの最大時間差。log.timestamp.type= 
の場合CreateTime、タイムスタンプの差がこの
しきい値を超えると、メッセージは拒否されま
す。log.timestamp.type = の場合、この設定は無視
されますLogAppendTime。

log.message.timestamp.type メッセージのタイムスタンプがメッセージの作成
時刻であるか、ログの追加時刻であるかを指定
します。指定できる値は、CreateTime および
LogAppendTime です。

log.retention.bytes 削除する前のログの最大サイズ。

log.retention.hours log.retention.ms プロパティの 3 次である、ログ
ファイルを削除する前に保持する時間数。

log.retention.minutes log.retention.ms プロパティに対してセカン
ダリである、ログファイルを削除する前に保
持する時間（分）。この値を設定しない場合
は、log.retention.retention.retention.retention.retention.retention.retention.retention.hours 
の値が使用されます。

log.retention.ms ログファイルを削除する前に保持するミリ
秒数（ミリ秒単位）。設定されていない場合
は、log.retention.minutes の値が使用されます。

log.roll.ms 新しいログセグメントがロールアウトされるまで
の最大時間（ミリ秒単位）。このプロパティを設
定しない場合は、log.roll.hours の値が使用されま
す。このプロパティの可能な最小値は 1 です。

log.segment.bytes 1 つのログファイルの最大サイズ。

max.incremental.fetch.session.cache.slots 維持される増分取得セッションの最大数。

message.max.bytes Kafka が許容する最大のレコードバッチサイズ。
この値を大きくして、0.10.2 より古いコンシュー
マーがいる場合は、コンシューマーのフェッチサ
イズも大きくして、これだけ大きなレコードバッ
チをフェッチできるようにする必要があります。

最新のメッセージフォーマットバージョンでは、
効率化のため、メッセージは常にバッチにグルー
プ化されます。以前のメッセージ形式のバージョ
ンでは、圧縮されていないレコードをバッチにグ
ループ化しないため、このような場合、この制限
は 1 つのレコードにのみ適用されます。

この値は、トピックレベルの max.message.bytes 
設定でトピックごとに設定できます。
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名前 説明

min.insync.replicas プロデューサーが ACK を"all" (または"-1") に
設定した場合、minsync.replicas の値は、書き込
みが成功したと見なされるために書き込みを確認
する必要があるレプリカの最小数を指定します。
この最小値を満たせない場合、プロデューサーは
例外を発生させます ( NotEnoughReplicas または 
NotEnoughReplicasAfterAppend)。

min.insync.replicas と acks の値を使うと、
より高い耐久性を保証できます。たとえば、
レプリケーション係数が 3 のトピックを作成
し、min.insync.replicas を 2 に設定し、それから 
ack を 2"all" に設定して作成することができま
す。これにより、大部分のレプリカが書き込みを
受け取らない場合、プロデューサーが例外を発生
させることができます。

num.io.threads サーバーがリクエストを処理するために使用する
スレッドの数。これにはディスク I/O が含まれる
場合があります。

num.network.threads サーバーがネットワークからの要求を受信し、応
答を送信するために使用するスレッドの数。

num.partitions トピックごとのログパーティションのデフォルト
数。

num.recovery.threads.per.data.dir スタートアップのログのリカバリおよびシャット
ダウン時のログのフラッシュに使用されるデータ
ディレクトリごとのスレッド数。

num.replica.fetchers ソースブローカーからのメッセージのレプリケー
トに使用されるフェッチャースレッドの数。この
値を大きくすると、フォロワーブローカーのI/O並
列処理の度合いを増やすことができます。

offsets.retention.minutes コンシューマーグループがすべてのコンシュー
マーを失う（つまり、空になる）と、オフセッ
トはこの保持期間にわたって保持されてから破棄
されます。スタンドアロンコンシューマー（つま
り、手動割り当てを使用するコンシューマー）の
場合、オフセットは最後のコミットの時刻にこの
保持期間を加えた後に期限切れになります。

offsets.topic.replication.factor オフセットトピックのレプリケーション係数。可
用性を確保するには、この値を高く設定してくだ
さい。内部トピックの作成は、クラスターサイズ
がこのレプリケーション係数の要件を満たすまで
失敗します。
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名前 説明

replica.fetch.max.bytes パーティションごとに取得しようとするメッセー
ジのバイト数。これは絶対最大値ではありませ
ん。フェッチの最初の空でないパーティション
の最初のレコードバッチがこの値より大きい場合
は、進行状況を確認するためにレコードバッチが
返されます。message.max.bytes (ブローカー設定) 
または max.message.bytes (トピック設定) は、ブ
ローカーが受け付ける最大レコードバッチサイズ
を定義します。

replica.fetch.response.max.bytes フェッチ応答全体で予想される最大バイト数。レ
コードはバッチで取得され、フェッチの最初の空
でないパーティションの最初のレコードバッチが
この値より大きい場合でも、進行状況を確認する
ためにレコードバッチが返されます。これは絶対
最大値ではありません。message.max.bytes （ブ
ローカー設定）または max.message.bytes （ト
ピック設定）プロパティは、ブローカーが受け付
ける最大レコードバッチサイズを指定します。

replica.lag.time.max.ms フォロワーがフェッチリクエストを送信していな
いか、またはリーダーのログ終了オフセットま
でこのミリ秒数以上消費されていない場合、リー
ダーはフォロワーを ISR から削除します。

MinValue: 10000

MaxValue(インクルーシブ) = 30000

replica.selector.class を実装する完全修飾クラス名 ReplicaSelector。
ブローカーはこの値を使用して優先リードレ
プリカを見つけます。Apache Kafka バージョ
ン 2.4.1 以降を使用していて、コンシューマー
が最も近いレプリカからフェッチできるよう
にするには、このプロパティをに設定しま
すorg.apache.kafka.common.replica.RackAwareReplicaSelector。
詳細については、「the section called “Apache 
Kafka バージョン 2.4.1 (代わりに 2.4.1.1 を使用) 
” (p. 196)」を参照してください。

replica.socket.receive.buffer.bytes ネットワークリクエスト用のソケット受信バッ
ファ。

socket.receive.buffer.bytes ソケットサーバーソケットの SO_RCVBUF バッ
ファー。このプロパティに設定できる最小値は -1 
です。値が -1 の場合、Amazon MSK は OS のデ
フォルトを使用します。

socket.request.max.bytes ソケットリクエストの最大バイト数。

socket.send.buffer.bytes ソケットサーバーソケットの SO_SNDBUF バッ
ファー。このプロパティに設定できる最小値は -1 
です。値が -1 の場合、Amazon MSK は OS のデ
フォルトを使用します。
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カスタム 設定

名前 説明

transaction.max.timeout.ms トランザクションの最大タイムアウト。クライア
ントの要求されたトランザクション時間がこの
値を超えると、ブローカーはエラーを返します 
InitProducerIdRequest。これにより、クライアン
トのタイムアウトが大きすぎることを防ぎ、トラ
ンザクションに含まれるトピックを読み取るコン
シューマーが停止する可能性があります。

transaction.state.log.min.isr トランザクショントピックの min.insync.replicas 
設定がオーバーライドされました。

transaction.state.log.replication.factor トランザクショントピックのレプリケーション係
数。可用性を高めるには、このプロパティをより
高い値に設定します。内部トピックの作成は、ク
ラスターサイズがこのレプリケーション係数の要
件を満たすまで失敗します。

transactional.id.expiration.ms トランザクションコーディネーターがトランザク
ション ID の有効期限が切れる前に、トランザク
ションコーディネーターが現在のトランザクショ
ンのトランザクションステータスの更新の受信
を待つ時間（ミリ秒単位）。この設定は、プロ
デューサー ID の有効期限切れにも影響します。
これは、指定されたプロデューサー ID での最後
の書き込みからこの時間が経過すると期限切れに
なるためです。トピックの保持設定が原因でプロ
デューサー ID からの最後の書き込みが削除された
場合、プロデューサー ID の有効期限が早くなる可
能性があります。このプロパティの最小値は 1 ミ
リ秒です。

unclean.leader.election.enable ISR セットに含まれていないレプリカを最終手段
として、ISR セットに含まれていないレプリカを
最終手段として、リーダーとして使用するかどう
かを指定します。

zookeeper.connection.timeout.ms クライアントが接続を確立するまでの最大
時間 ZooKeeper。この値を設定しない場合
は、zookeeper.timeout.timeout.timeout.timeout.timeout.ms 
の値が使用されます。

zookeeper.session.timeout.ms Apache ZooKeeper セッションのタイムアウト (ミ
リ秒単位)。

MinValue = 6000

MaxValue(インクルーシブ) = 18000

カスタム MSK 設定を作成する方法、すべての設定を一覧表示する方法、または説明する方法について
は、「the section called “設定操作” (p. 57)」を参照してください。カスタム MSK 構成で MSK クラ
スターを作成するか、クラスターを新しいカスタム構成で更新するには、を参照してください使用方
法 (p. 12)。

既存の MSK クラスターをカスタム MSK 設定で更新すると、Amazon MSK は必要に応じてローリングリ
スタートを実行し、顧客のダウンタイムを最小限に抑えるためのベストプラクティスを使用します。た
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とえば、Amazon MSK は各ブローカーを再起動した後、Amazon MSK は、次のブローカーに移動する前
に、設定の更新中にブローカーが見逃した可能性のあるデータにブローカーがcatch くようにします。

動的の構成
Amazon MSK が提供する設定プロパティに加えて、ブローカーの再起動を必要としないクラスターレベル
およびブローカーレベルの設定プロパティを動的に設定できます。一部の構成プロパティは動的に設定で
きます。これらは、Apache Kafka ドキュメントの「ブローカー設定」の表で読み取り専用とマークされて
いないプロパティです。動的設定とサンプルコマンドについては、Apache Kafka ドキュメントの「ブロー
カー設定の更新」を参照してください。

Note

advertised.listeners プロパティは設定できますが、listeners プロパティは設定できま
せん。

トピックレベルの設定
Apache Kafka コマンドを使用して、新規および既存のトピックのトピックレベルの設定プロパティを設
定するか変更することができます。トピックレベルの設定プロパティとその設定方法の例の詳細について
は、Apache Kafka ドキュメントの「トピックレベルの設定」を参照してください。

設定状態
Amazon MSK の設定は、次に示す状態のいずれかになります。設定に対してオペレーションを実行するに
は、設定が ACTIVE または DELETE_FAILED 状態である必要があります。

• ACTIVE
• DELETING
• DELETE_FAILED

Amazon MSK のののデフォルト設定
MSK クラスターを作成し、カスタム MSK 設定を指定しない場合、Amazon MSK は、次の表に示す値を使
用してデフォルト設定を作成して使用します。このテーブルにないプロパティの場合、Amazon MSK はご
使用のバージョンの Apache Kafka に関連付けられているデフォルトを使用します。これらのデフォルト
値のリストについては、Apache Kafka の設定を参照してください。

デフォルトの設定値

名前 説明 非階層型ストレージク
ラスタのデフォルト値

階層型ストレージ対応
クラスターのデフォル
ト値

allow.everyone.if.no.acl.found特定のリソースに一致
するリソースパターン
がない場合、リソース
には ACL が関連付け
られていません。この
場合、このプロパティ
をに設定するとtrue、
スーパーユーザーだけ
でなく、すべてのユー
ザーがリソースにアク
セスできます。

true true
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名前 説明 非階層型ストレージク
ラスタのデフォルト値

階層型ストレージ対応
クラスターのデフォル
ト値

auto.create.topics.enable サーバー上のトピック
の自動作成を有効にし
ます。

false false

auto.leader.rebalance.enable自動リーダーバランシ
ングを有効にします。
必要に応じて、バック
グラウンドスレッドが
リーダーバランスを定
期的にチェックして開
始します。

true true

default.replication.factor 自動的に作成されるト
ピックのデフォルト
のレプリケーション係
数。

3 つのアベイラビリ
ティーゾーンのクラス
ターの場合は 3 つ、2 つ
のアベイラビリティー
ゾーンのクラスターの
場合は 2 つ。

3 つのアベイラビリ
ティーゾーンのクラス
ターの場合は 3 つ、2 つ
のアベイラビリティー
ゾーンのクラスターの
場合は 2 つ。
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名前 説明 非階層型ストレージク
ラスタのデフォルト値

階層型ストレージ対応
クラスターのデフォル
ト値

ローカル.リテンション.
バイト

古いセグメントを
削除する前の、パー
ティションのロー
カルログセグメント
の最大サイズ。この
値を設定しない場合
は、log.retention.retention.retention.retention.retention.retention.retention.retention.retention. 
有効な値は常に
log.retention.bytes値
以下にする必要があり
ます。デフォルト値の 
-2 は、ローカルリテ
ンションに制限がない
ことを示します。これ
は、リテンション.ms/
bytes が -1 に設定され
ていることに相当しま
す。local.retention.ms 
プロパティと 
local.retention.bytes プ
ロパティは、ログセ
グメントをローカル
ストレージに残して
おく時間を決定するた
めに使用されるという
点で log.retention に
似ています。既存の 
log.retention.* 設定は、
トピックパーティショ
ンの保存設定です。こ
れには、ローカルスト
レージとリモートスト
レージの両方が含まれ
ます。有効な値:[-2; +Inf] 
の整数

-2 (無制限) -2 (無制限)
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名前 説明 非階層型ストレージク
ラスタのデフォルト値

階層型ストレージ対応
クラスターのデフォル
ト値

local.retention.ms 削除前にローカルロ
グセグメントを保持
するミリ秒数。この
値を設定しない場合
は、Amazon MSK 
は log.retention.ms 
の値を使用しま
す。有効な値は常に
log.retention.bytes値
以下にする必要があり
ます。デフォルト値の 
-2 は、ローカルリテ
ンションに制限がない
ことを示します。これ
は、リテンション.ms/
bytes が -1 に設定され
ていることに相当しま
す。
local.retention.ms と 
local.retention.bytes の
値は log.retention に似
ています。MSK はこの
構成を使用して、ログ
セグメントをローカル
ストレージに残す時間
を決定します。既存の 
log.retention.* 設定は、
トピックパーティショ
ンの保存設定です。こ
れには、ローカルスト
レージとリモートスト
レージの両方が含まれ
ます。有効な値は、0 よ
り大きい整数です。

-2 (無制限) -2 (無制限)
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名前 説明 非階層型ストレージク
ラスタのデフォルト値

階層型ストレージ対応
クラスターのデフォル
ト値

log.message.timestamp.difference.max.msブローカーがメッセー
ジを受信したときのタ
イムスタンプと、メッ
セージで指定された
タイムスタンプとの間
に許容される最大差で
す。log.timestamp.type= 
の場合CreateTime、
タイムスタンプの
差がこのしきい値
を超えると、メッ
セージは拒否されま
す。log.timestamp.type 
= の場合、この設
定は無視されます
LogAppendTime。不
必要に頻繁にログが
ローリングされないよ
うに、許容されるタイ
ムスタンプの最大差は 
log.retention.ms 以下で
なければなりません。

9223372036854775807 Kafka 2.8.2. Tiered

log.segment.bytes 1 つのログファイルの最
大サイズ。

1073741824 134217728
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名前 説明 非階層型ストレージク
ラスタのデフォルト値

階層型ストレージ対応
クラスターのデフォル
ト値

min.insync.replicas プロデューサーが 
ACK の値 (プロデュー
サーが Kafka ブロー
カーから受け取る確
認) を"all" (また
は"-1") に設定した場
合、minsync.replicas 
の値は、書き込みが
成功したと見なされ
るために書き込みを
確認する必要がある
レプリカの最小数を指
定します。この値がこ
の最小値を満たさない
場合、プロデューサは
例外を発生させます 
( NotEnoughReplicas 
または 
NotEnoughReplicasAfterAppend)。

min.insync.replicas と 
acks の値を一緒に使
用すると、より優れ
た耐久性を保証でき
ます。たとえば、レ
プリケーション係数
が 3 のトピックを作成
し、min.insync.replicas 
を 2 に設定し、それか
ら ack を 2"all" に
設定して作成すること
ができます。これによ
り、大部分のレプリカ
が書き込みを受け取ら
ない場合、プロデュー
サーが例外を発生させ
ることができます。

3 つのアベイラビリ
ティーゾーンのクラス
ターの場合は 2 つ、2 つ
のアベイラビリティー
ゾーンのクラスターの
場合は 1 つです。

3 つのアベイラビリ
ティーゾーンのクラス
ターの場合は 2 つ、2 つ
のアベイラビリティー
ゾーンのクラスターの
場合は 1 つです。

num.io.threads サーバーがリクエスト
を生成するために使用
するスレッドの数。こ
れには、ディスク I/O が
含まれる場合がありま
す。

8 max (8, vCPUs) ここで 
vCPUs はブローカーの
インスタンスサイズに
よって異なります

num.network.threads サーバーがネットワー
クからの要求を受信
し、応答をネットワー
クに送信するために使
用するスレッドの数。

5 max (5, vCPUs/2) ここ
で vCPUs はブローカー
のインスタンスサイズ
によって異なります
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名前 説明 非階層型ストレージク
ラスタのデフォルト値

階層型ストレージ対応
クラスターのデフォル
ト値

num.partitions トピックごとのログ
パーティションのデ
フォルト数。

1 1

num.replica.fetchers ソースブローカーから
のメッセージを複製
するために使用される
フェッチャースレッド
の数。この値を増やす
と、フォロワーブロー
カーの入出力並列度
を高めることができま
す。

2 max (2, vCPUs/4) ここ
で vCPUs はブローカー
のインスタンスサイズ
によって異なります

remote.log.msk.disable.policyremote.storage.enable 
とともに使用する
と、階層型ストレー
ジが無効になりま
す。このポリシーを
「削除」に設定する
と、remote.storage.enable 
を false に設定したとき
に階層型ストレージ内
のデータが削除される
ようになります。

該当なし DELETE

リモート・ログ・リー
ダー・スレッド

リモートログリーダー
のスレッドプールサイ
ズ。リモートストレー
ジからデータを取得す
るタスクをスケジュー
ルする際に使用されま
す。

該当なし max (10, vCPUs * 0.67) 
ここで vCPUs はブロー
カーのインスタンスサ
イズによって異なりま
す

リモート. ストレージ. 
イネーブル

true に設定すると、ト
ピックの階層化 (リモー
ト) ストレージが有効に
なります。false に設定
し、remote.log.msk.disable.policy 
が Delete に設定されて
いる場合、トピックレ
ベルの階層化ストレー
ジを無効にします。階
層型ストレージを無効
にすると、リモートス
トレージからデータが
削除されます。トピッ
クの階層型ストレージ
を無効にすると、再度
有効にすることはでき
ません。

false true
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名前 説明 非階層型ストレージク
ラスタのデフォルト値

階層型ストレージ対応
クラスターのデフォル
ト値

replica.lag.time.max.ms フォロワーがフェッチ
リクエストを送信し
ていないか、または
リーダーのログ終了オ
フセットまでこのミリ
秒数以上消費されてい
ない場合、リーダーは
フォロワーを ISR から
削除します。

30000 30000

retention.ms 必須のフィールドで
す。最短期間は 3 日間
です。設定は必須なの
で、デフォルトはあり
ません。

Amazon MSK は 
local.retention.ms の
値を使用して、デー
タがローカルスト
レージから階層型ス
トレージに移動する
タイミングを決定しま
す。local.retention.ms 
の値は、ローカルスト
レージから階層型スト
レージにデータを移動
するタイミングを指定
します。retention.ms の
値は、階層型ストレー
ジからデータを削除す
る (つまり、クラスター
から削除する) タイミン
グを指定します。有効
な値:[-1; +Inf] の整数

最小 259,200,000 ミリ
秒 (3 日間)。無限リテン
ションの場合は -1。

最小 259,200,000 ミリ
秒 (3 日間)。無限リテン
ションの場合は -1。

socket.receive.buffer.bytesソケットサー
バーソケットの 
SO_RCVCVVBUF バッ
ファー。値が -1 の場
合、OS のデフォルトが
使用されます。

102400 102400

socket.request.max.bytes ソケットリクエストの
最大バイト数。

104857600 104857600

socket.send.buffer.bytes ソケットサーバーソ
ケットの SO_SNDBUF 
バッファー。値が -1 の
場合、OS のデフォルト
が使用されます。

102400 102400
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名前 説明 非階層型ストレージク
ラスタのデフォルト値

階層型ストレージ対応
クラスターのデフォル
ト値

unclean.leader.election.enableISR セットに含まれて
いないレプリカを最終
手段として、リーダー
として使用するかどう
かを指定します。ただ
し、そうするとデータ
が失われる可能性があ
ります。

true false

zookeeper.session.timeout.msApache ZooKeeper セッ
ションのタイムアウト 
(ミリ秒単位)。

18000 18000

zookeeper.set.acl クライアントはセキュ
ア ACL を使用するよう
に設定します。

false false

カスタム設定値の指定方法については、を参照してくださいthe section called “カスタム 設定” (p. 42)。

階層型ストレージのトピックレベル構成に関するガ
イドライン

階層型ストレージをトピックレベルで構成する場合のデフォルト設定と制限は次のとおりです。

• Amazon MSK では、階層型ストレージが有効になっているトピックのログセグメントサイズを小さ
くすることはサポートされていません。セグメントを作成する場合、ログセグメントの最小サイズ
は 48 MiB、最小セグメントロール時間は 10 分です。これらの値は、segment.bytes プロパティと 
segment.ms プロパティにマップされます。

• local.retention.ms/bytes の値は retention.ms/bytes と同じか、それを超えることはできません。これは階
層型ストレージの保存設定です。

• local.retention.ms/bytes のデフォルト値は -2 です。つまり、retention.ms の値がローカル
の.retention.ms/bytes に使用されるということです。この場合、データはローカルストレージと階層型
ストレージの両方に残り (それぞれ 1 つのコピー)、同時に期限切れになります。このオプションでは、
ローカルデータのコピーがリモートストレージに保持されます。この場合、コンシューマトラフィック
から読み取られるデータはローカルストレージから取得されます。

• リテンション.ms のデフォルト値は 7 日です。retention.bytes にはデフォルトのサイズ制限はありませ
ん。

• リテンション.mS/バイトの最小値は、-1です。これは無限保存を意味します。
• ローカル.retention.ms/bytes の最小値は -2 です。つまり、ローカルストレージは無限に保存されるとい

うことです。リテンション.ms/bytes が -1 に設定されている場合と一致します。
• 階層型ストレージが有効になっているトピックには、トピックレベルの設定retention.msが必須で

す。.msの最小保持期間は 3 日間です。
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Amazon MSK 設定の操作
このトピックでは、カスタム MSK 設定を作成する方法と、それらの設定に対してオペレーションを実行
する方法について説明します。MSK 設定を使用してクラスターを作成または更新する方法については、
「使用方法 (p. 12)」を参照してください。

このトピックには、次のセクションが含まれています。
• MSK 設定を作成するには (p. 57)
• MSK 設定を更新するには (p. 58)
• MSK 設定を削除するには (p. 58)
• MSK 設定を説明するには (p. 59)
• MSK 設定リビジョンの説明 (p. 59)
• 現在のリージョンのアカウントにあるすべての MSK 設定を一覧表示するには (p. 60)

MSK 設定を作成するには
1. 設定する設定プロパティと、それらに割り当てる値を指定するファイルを作成します。次に、設定

ファイルの例を示します。

auto.create.topics.enable = true

zookeeper.connection.timeout.ms = 1000

log.roll.ms = 604800000

2. AWS CLI次のコマンドを実行し、config-file-path前のステップで構成を保存したファイルへの
パスに置き換えます。

Note

設定に選択する名前は、次の正規表現「^[0-9A-Za-z][0-9A-Za-z-]{0,}$」と一致する必要があ
ります。

aws kafka create-configuration --name "ExampleConfigurationName" --description 
 "Example configuration description." --kafka-versions "1.1.1" --server-properties 
 fileb://config-file-path

以下は、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、。

{ 
    "Arn": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:configuration/SomeTest/abcdabcd-1234-
abcd-1234-abcd123e8e8e-1", 
    "CreationTime": "2019-05-21T19:37:40.626Z", 
    "LatestRevision": { 
        "CreationTime": "2019-05-21T19:37:40.626Z", 
        "Description": "Example configuration description.", 
        "Revision": 1 
    }, 
    "Name": "ExampleConfigurationName"
}

3. 前のコマンドは、新規設定に対する Amazon リソースネーム (ARN) を返します。この ARN は、他の
コマンドでこの設定を参照する必要があるため、保存します。設定 ARN を紛失した場合は、アカウ
ントのすべての設定を一覧表示して再度見つけることができます。
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MSK 設定を更新するには
1. 更新する設定プロパティと、それらに割り当てる値を指定するファイルを作成します。次に、設定

ファイルの例を示します。

auto.create.topics.enable = true

zookeeper.connection.timeout.ms = 1000

min.insync.replicas = 2

2. AWS CLI次のコマンドを実行し、config-file-path前のステップで構成を保存したファイルへの
パスに置き換えます。

configuration-arn を、設定を作成したときに取得した ARN に置き換えます。構成を作成したと
きに ARN を保存しなかった場合は、list-configurationsコマンドを使用してアカウントのすべ
ての構成を一覧表示できます。リストに含める設定がレスポンスに表示されます。設定の ARN もそ
のリストに表示されます。

aws kafka update-configuration --arn configuration-arn --description "Example 
 configuration revision description." --server-properties fileb://config-file-path

3. 以下は、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、。

{ 
    "Arn": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:configuration/SomeTest/abcdabcd-1234-
abcd-1234-abcd123e8e8e-1", 
    "LatestRevision": { 
        "CreationTime": "2020-08-27T19:37:40.626Z", 
        "Description": "Example configuration revision description.", 
        "Revision": 2 
    }
}

MSK 設定を削除するには
次の手順は、クラスターに接続されていない設定を削除する方法を示しています。クラスターに添付され
ている設定を削除することはできません。

1. この例を実行するには、configuration-arn を、設定を作成したときに取得した ARN に置き換え
ます。構成を作成したときに ARN を保存しなかった場合は、list-configurationsコマンドを使
用してアカウントのすべての構成を一覧表示できます。リストに含める設定がレスポンスに表示され
ます。設定の ARN もそのリストに表示されます。

aws kafka delete-configuration --arn configuration-arn

2. 以下は、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、。

{ 
    "arn": " arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:configuration/SomeTest/abcdabcd-1234-
abcd-1234-abcd123e8e8e-1", 
    "state": "DELETING"
}
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MSK 設定を説明するには

MSK 設定を説明するには
1. 次のコマンドは、構成に関するメタデータを返します。設定の詳細な説明を取得するに

は、describe-configuration-revision を実行します。

この例を実行するには、configuration-arn を、設定を作成したときに取得した ARN に置き換え
ます。構成を作成したときに ARN を保存しなかった場合は、list-configurationsコマンドを使
用してアカウントのすべての構成を一覧表示できます。リストに含める設定がレスポンスに表示され
ます。設定の ARN もそのリストに表示されます。

aws kafka describe-configuration --arn configuration-arn

2. 以下は、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、。

{ 
    "Arn": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:configuration/SomeTest/abcdabcd-
abcd-1234-abcd-abcd123e8e8e-1", 
    "CreationTime": "2019-05-21T00:54:23.591Z", 
    "Description": "Example configuration description.", 
    "KafkaVersions": [ 
        "1.1.1" 
    ], 
    "LatestRevision": { 
        "CreationTime": "2019-05-21T00:54:23.591Z", 
        "Description": "Example configuration description.", 
        "Revision": 1 
    }, 
    "Name": "SomeTest"
}

MSK 設定リビジョンの説明
describe-configurationコマンドを使用して MSK 構成を記述すると、構成のメタデータが表示され
ます。設定の説明を表示するには、コマンドを使用しますdescribe-configuration-revision。

• 次のコマンドを実行し、configuration-arn を、設定を作成したときに取得した ARN に置き換え
て。構成を作成したときに ARN を保存しなかった場合は、list-configurationsコマンドを使用
してアカウントのすべての構成を一覧表示できます。レスポンスに表示されるリストに必要な設定。
設定の ARN もそのリストに表示されます。

aws kafka describe-configuration-revision --arn configuration-arn --revision 1

以下は、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、。

{ 
    "Arn": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:configuration/SomeTest/abcdabcd-
abcd-1234-abcd-abcd123e8e8e-1", 
    "CreationTime": "2019-05-21T00:54:23.591Z", 
    "Description": "Example configuration description.", 
    "Revision": 1, 
    "ServerProperties": 
 "YXV0by5jcmVhdGUudG9waWNzLmVuYWJsZSA9IHRydWUKCgp6b29rZWVwZXIuY29ubmVjdGlvbi50aW1lb3V0Lm1zID0gMTAwMAoKCmxvZy5yb2xsLm1zID0gNjA0ODAwMDAw"
}
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現在のリージョンのアカウントにある
すべての MSK 設定を一覧表示するには

ServerPropertiesの値は base64 でエンコードされます。base64 デコーダー (たとえば、https://
www.base64decode.org/) を使用して手動でデコードすると、カスタム構成の作成に使用した元の構
成ファイルの内容が取得されます。この場合、次のようになります。

auto.create.topics.enable = true

zookeeper.connection.timeout.ms = 1000

log.roll.ms = 604800000

現在のリージョンのアカウントにあるすべての MSK 
設定を一覧表示するには
• 以下のコマンドを実行します。

aws kafka list-configurations

以下は、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、。

{ 
    "Configurations": [ 
        { 
            "Arn": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:configuration/SomeTest/
abcdabcd-abcd-1234-abcd-abcd123e8e8e-1", 
            "CreationTime": "2019-05-21T00:54:23.591Z", 
            "Description": "Example configuration description.", 
            "KafkaVersions": [ 
                "1.1.1" 
            ], 
            "LatestRevision": { 
                "CreationTime": "2019-05-21T00:54:23.591Z", 
                "Description": "Example configuration description.", 
                "Revision": 1 
            }, 
            "Name": "SomeTest" 
        }, 
        { 
            "Arn": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:configuration/SomeTest/
abcdabcd-1234-abcd-1234-abcd123e8e8e-1", 
            "CreationTime": "2019-05-03T23:08:29.446Z", 
            "Description": "Example configuration description.", 
            "KafkaVersions": [ 
                "1.1.1" 
            ], 
            "LatestRevision": { 
                "CreationTime": "2019-05-03T23:08:29.446Z", 
                "Description": "Example configuration description.", 
                "Revision": 1 
            }, 
            "Name": "ExampleConfigurationName" 
        } 
    ]
}
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入門チュートリアル

MSK サーバーレス
Note

MSK Serverlessは、US East (オハイオ)、米国東部 (N. Virginia)、米国西部 (オレゴン)、カナダ 
(中部)、アジアパシフィック (ムンバイ)、アジアパシフィック (シンガポール)、アジアパシフィッ
ク (シドニー)、アジアパシフィック (東京)、欧州 (フランクフルト)、欧州 (ストックホルム) およ
び欧州 (アイルランド) の各リージョンで使用できます。

MSK サーバーレス は Amazon MSK のクラスタータイプで、クラスターの容量を管理およびスケールする
ことなく Apache Kafka を実行することができます。トピック内のパーティションを管理しながら容量を
自動的にプロビジョニングおよびスケーリングするため、ユーザーはクラスターの適切なサイジングやス
ケーリングについて考えることなく、データをストリーミングできます。MSK サーバーレスはスループッ
トベースの価格モデルを採用しているため、ご利用分のみのお支払いとなります。ご利用中のアプリケー
ションで、オンデマンドストリーミング容量の自動的なスケールアップおよびスケールダウンが必要な場
合は、サーバーレスクラスターの使用を検討してください。

MSK サーバーレスは Apache Kafka と完全に互換性があるため、互換性のある任意のクライアントアプリ
ケーションを使用してデータを生成および消費できます。また、以下のサービス と統合されます :

• AWS PrivateLink プライベート接続を提供するには
• 認証および認可に使用される AWS Identity and Access Management (IAM)
• スキーマ管理用の AWS Glue Schema Registry
• Amazon Kinesis Data Analytics for Apache Flink
• AWS Lambdaイベント処理用

MSK サーバーレスでは、すべてのクラスターに対して IAM アクセス制御が必要です。詳細については、
「the section called “IAM アクセスコントロール” (p. 126)」を参照してください。

MSK サーバーレスに適用される Service Quotas の詳細については、「the section called “サーバーレスク
ラスターのクォータ” (p. 189)」を参照してください。

サーバーレスクラスターの使用開始に役立つ情報や、構成とモニタリングオプションの詳細について知る
には、以下を参照してください。

トピック
• MSK サーバーレスクラスターの使用を開始する (p. 61)
• サーバーレスクラスターの構成 (p. 67)
• サーバーレスクラスターのモニタリング (p. 68)

MSK サーバーレスクラスターの使用を開始する
このチュートリアルでは、MSK サーバーレスクラスターの作成方法と、作成したクラスターにアクセス
できるクライアントマシンの作成、またクライアントを使用したクラスター上でのトピックの作成と、そ
れらのトピックにデータを書き込む方法の一例をご説明します。この例は、サーバーレスクラスターを作
成するにあたって選択可能なすべてのオプションを示しているわけではありません。この演習中のさまざ
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ステップ 1: クラスターの作成

まな場面で、わかりやすさのためにデフォルトのオプションを選択しています。このことは、サーバーレ
スクラスターのセットアップにあたって、他の方法がないという意味ではありません。また、AWS CLI や 
Amazon MSK API を使用する方法もあります。詳細については、Amazon MSK API リファレンス 2.0を参
照してください。

トピック
• ステップ 1: MSK サーバーレスクラスターの作成 (p. 62)
• ステップ 2: IAM ロールの作成 (p. 63)
• ステップ 3: クライアントマシンを作成する。 (p. 64)
• ステップ 4: Apache Kafka トピックを作成する (p. 65)
• ステップ 5: データの生成と消費 (p. 66)
• ステップ 6: リソースの削除 (p. 66)

ステップ 1: MSK サーバーレスクラスターの作成
このステップでは、2 つのタスクを実行します。まず、デフォルト設定でMSK サーバーレスクラスターを
作成します。次に、作成したクラスター に関する情報を収集します。これは、後のステップでクラスター
にデータを送信できるクライアントを作成するときに必要となる情報です。

サーバーレスクラスターを作成する

1. にサインインします。AWS Management Consoleで Amazon MSK コンソールを開きます。https:// 
console.aws.amazon.com/msk/home。

2. [Create cluster] (クラスターを作成) を選択します。
3. を使用する場合作成方法、のままにするクイック作成オプションが選択されました。-クイック作成オ

プションを使用すると、デフォルト設定でサーバーレスクラスターを作成できます。
4. を使用する場合クラスター名、わかりやすい名前 (など) を入力します。msk-serverless-

tutorial-cluster。
5. を使用する場合クラスターの全般プロパティ、選択サーバーレスとしてクラスタータイプ。残りには

デフォルト値を使用します。一般クラスタプロパティ。
6. 下の表に注目してくださいすべてのクラスター設定。この表は、ネットワークや可用性などの重要な

設定のデフォルト値を示し、クラスタの作成後に各設定を変更できるかどうかを示しています。クラ
スターを作成する前に設定を変更するには、カスタム作成下のオプション作成方法。

Note

最大 5 つの異なる VPC のクライアントを MSK サーバーレスクラスターに接続できます。停
止時にクライアントアプリケーションが別のアベイラビリティーゾーンに切り替えられるよ
うにするには、各 VPC に少なくとも 2 つのサブネットを指定する必要があります。

7. Create cluster (クラスターの作成) を選択します。

クラスター情報を取得する

1. 左クラスターの概要[]] セクションでクライアント情報の表示。このボタンはAmazon MSK がクラス
ターの作成を完了するまで、グレーで表示されます。ボタンがアクティブになり使用可能になるま
で、数分かかる場合があります。

2. Endpoint (エンドポイント) ラベルの下にある文字列をコピーします。これはブートストラップサー
バー文字列です。

3. プロパティ タブを選択します。
4. でネットワーク設定セクションで、サブネットとセキュリティグループの ID をコピーし、保存しま

す。これは後でクライアントマシンを作成する際に必要です。
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ステップ 2: IAM ロールの作成

5. いずれかのサブネットを選択します。これにより、Amazon VPC コンソールが開きます。サブネット
に関連付けられた Amazon VPC の ID を探します。後で使用するため、この Amazon VPC ID を保存
します。

次のステップ

ステップ 2: IAM ロールの作成 (p. 63)

ステップ 2: IAM ロールの作成
このステップでは、2 つのタスクを実行します。最初のタスクは、クラスターでトピックを作成し、それ
らのトピックにデータを送信するためのアクセスを許可する IAM ポリシーを作成することです。2 番目の
タスクは、IAM ロールを作成し、作成したポリシーをそのロールに関連付けることです。後のステップで
は、このロールを引き受けるクライアントマシンを作成し、それを使用してクラスター上にトピックを作
成し、そのトピックにデータを送信します。

トピックを作成し、書き込むことを可能にする IAM ポリシーを作成する

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Policies] (ポリシー) を選択します。
3. [Create Policy] (ポリシーの作成) を選択します。
4. JSON タブを選択し、エディタウィンドウの JSON を次の JSON に置き換えます。

置換##のコードでAWS リージョンクラスターを作成した場所です。[Account-ID] (アカウント ID) 
をお客様の アカウント ID に置き換えます。置換msk-serverless-tutorial-clusterサーバーレ
スクラスターの名前

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kafka-cluster:Connect", 
                "kafka-cluster:AlterCluster", 
                "kafka-cluster:DescribeCluster" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:kafka:region:Account-ID:cluster/msk-serverless-tutorial-
cluster/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kafka-cluster:*Topic*", 
                "kafka-cluster:WriteData", 
                "kafka-cluster:ReadData" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:kafka:region:Account-ID:topic/msk-serverless-tutorial-cluster/
*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kafka-cluster:AlterGroup", 
                "kafka-cluster:DescribeGroup" 
            ], 
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ステップ 3: クライアントマシンを作成する。

            "Resource": [ 
                "arn:aws:kafka:region:Account-ID:group/msk-serverless-tutorial-cluster/
*" 
            ] 
        } 
    ]
}

セキュアポリシーを書き込む手順については、「the section called “IAM アクセスコントロー
ル” (p. 126)」を参照してください。

5. [Next: (次へ:)] を選択します タグ
6. [Next: (次へ:)] を選択します 確認.
7. ポリシー名には、わかりやすい名前 (など) を入力します。msk-serverless-tutorial-policy。
8. Create policy (ポリシーの作成) を選択します。

IAM ロールを作成し、ポリシーを適用する

1. ナビゲーションペインで [Roles] (ロール) を選択します。
2. Create role (ロールの作成) を選択します。
3. []一般的なユースケース、選択EC2、[] を選択します。次へ: アクセス許可.
4. 検索ボックスにこのチュートリアルで作成したポリシーの名前を入力します。次に、ポリシーの左側

にあるボックスを選択します。
5. [Next: (次へ:)] を選択します タグ
6. [Next: (次へ:)] を選択します 確認.
7. ロール名には、わかりやすい名前 (など) を入力します。msk-serverless-tutorial-role。
8. Create role (ロールの作成) を選択します。

次のステップ

ステップ 3: クライアントマシンを作成する。 (p. 64)

ステップ 3: クライアントマシンを作成する。
このステップでは、2 つのタスクを実行します。最初のタスクでは、Apache Kafka クライアントマシン
として使用する Amazon EC2 インスタンスを作成します。2 番目のタスクでは、マシンに Java および 
Apache Kafka ツールをインストールします。

クライアントマシンを作成するには

1. Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
2. Launch instance (インスタンスの起動) を選択します。
3. 記述的なを入力します。[Name] (名前)クライアントマシン用、msk-serverless-tutorial-

client。
4. のままにするAmazon Linux 2 AMI (HVM)、SSD ボリュームタイプ選択対象Amazon マシンイメージ 

(AMI) タイプ。
5. のままにするt2.microインスタンスタイプの選択
6. []キーペア (ログイン)、選択新しいkey pair を作成する。EnterMSKServerlessKeyPairにとっ

てキーペア名。次に [] を選択します。キーペアをダウンロード。既存のキーペアを使用することもで
きます。

7. を使用する場合ネットワーク設定、選択編集。
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ステップ 4: トピックの作成

8. []VPCに、サーバーレスクラスターの仮想プライベートクラウド (VPC) の ID を入力します。これは、
先ほどクラスターの作成後に保存した ID を持つ Amazon VPC サービスに基づく VPC です。

9. サブネットには、クラスターの作成後に ID を保存したサブネットを選択します。
10. を使用する場合ファイアウォール (セキュリティグループ)で、クラスターに関連付けられたセキュリ

ティグループを選択します。この値は、そのセキュリティグループから同じセキュリティグループ内
へのトラフィックを許可するインバウンドルールが存在する場合に機能します。このようなルールに
より、同じセキュリティグループのメンバー同士が互いに通信できるようになります。詳細について
は、Amazon VPC デベロッパーガイドのセキュリティグループルールを参照してください。

11. を展開します。高度な詳細[] セクションで、「」で作成した IAM ロールを選択します。ステップ 2: 
IAM ロールの作成 (p. 63)。

12. [Launch] (起動する) を選択します。
13. 左側のナビゲーションペインで、[Instances] (インスタンス) をクリックします。次に、新しく作成さ

れた Amazon EC2 インスタンスを表す行のチェックボックスをオンにします。この時点から、このイ
ンスタンスをクライアントマシン。

14. [Connect] (接続) を選択し、指示に従ってクライアントマシンに接続します。

クライアントマシンで Apache Kafka クライアントツールを設定するには

1. クライアントマシンに Java をインストールするには、次のコマンドを実行します。

sudo yum -y install java-11

2. トピックの作成とデータの送信に必要な Apache Kafka ツールを入手するには、次のコマンドを実行
します。

wget https://archive.apache.org/dist/kafka/2.8.1/kafka_2.12-2.8.1.tgz

tar -xzf kafka_2.12-2.8.1.tgz

3. に移動しますkafka_2.12-2.8.1/libsディレクトリで、次のコマンドを実行して Amazon MSK 
IAM JAR ファイルをダウンロードします。Amazon MSK IAM JAR を使用すると、クライアントマシ
ンがクラスターにアクセスできるようになります。

wget https://github.com/aws/aws-msk-iam-auth/releases/download/v1.1.1/aws-msk-iam-
auth-1.1.1-all.jar

4. kafka_2.12-2.8.1/bin ディレクトリに移動します。次のプロパティ設定をコピーして、新しい
ファイルに貼り付けます。ファイルに client.properties という名前を付け、保存します。

security.protocol=SASL_SSL
sasl.mechanism=AWS_MSK_IAM
sasl.jaas.config=software.amazon.msk.auth.iam.IAMLoginModule required;
sasl.client.callback.handler.class=software.amazon.msk.auth.iam.IAMClientCallbackHandler

次のステップ

ステップ 4: Apache Kafka トピックを作成する (p. 65)

ステップ 4: Apache Kafka トピックを作成する
このステップでは、以前に作成したクライアントマシンを使用して、サーバーレスクラスターにトピック
を作成します。
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ステップ 5: データの生成と消費

トピックを作成してデータを書き込む

1. 以下を実行しますexportコマンド、置換my-endpointクラスターの作成後に保存したブートスト
ラップサーバー文字列を使用します。次に、に移動しますkafka_2.12-2.8.1/binディレクトリに
移動したら、exportコマンド。

export BS=my-endpoint

2. 次のコマンドを実行して、というトピックを作成します。msk-serverless-tutorial。

<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-topics.sh --bootstrap-server $BS --command-
config client.properties --create --topic msk-serverless-tutorial --partitions 6

次のステップ

ステップ 5: データの生成と消費 (p. 66)

ステップ 5: データの生成と消費
このステップでは、前のステップで作成したトピックを使用してデータを生成し、使用します。

メッセージを生成および消費するには

1. 次のコマンドを実行して、コンソールプロデューサーを作成します。

<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-console-producer.sh --broker-list $BS --
producer.config client.properties --topic msk-serverless-tutorial

2. 必要なメッセージを入力して、Enter キーを押します。このステップを 2、3 回繰り返します。行を入
力して押すたびにEnter、その行は個別のメッセージとしてクラスターに送信されます。

3. クライアントマシンへの接続を開いたままにして、そのマシンへ 2 番目の別の接続を新しいウィンド
ウで開きます。

4. クライアントマシンへの 2 番目の接続を使用して、次のコマンドでコンソールコンシューマーを作成
します。置換my-endpointクラスターの作成後に保存したブートストラップサーバー文字列を使用し
ます。

<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-console-consumer.sh --bootstrap-server my-
endpoint --consumer.config client.properties --topic msk-serverless-tutorial --from-
beginning

コンソール プロデューサーコマンドを使用したときに、以前に入力したメッセージが表示され始めま
す。

5. プロデューサーウィンドウにさらにメッセージを入力し、コンシューマーウィンドウに表示されるよ
うにします。

次のステップ

ステップ 6: リソースの削除 (p. 66)

ステップ 6: リソースの削除
このステップでは、このチュートリアルで作成したリソースを削除します。
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構成

クラスターの削除

1. で Amazon MSK コンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/msk/home。
2. クラスターの一覧で、このチュートリアル用に作成したクラスターを選択します。
3. [Actions] (アクション) で[Delete cluster] (クラスターの削除) を選択します。
4. フィールドに「delete」を入力し、[Delete] (削除) を選択します。

クライアントマシンの停止

1. Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
2. Amazon EC2 インスタンスのリストで、このチュートリアルで作成したクライアントマシンを選択し

ます。
3. [Instance state] (インスタンスの状態) を選択し、[Terminate instance] (インスタンスの終了) をクリッ

クします。
4. [Terminate] (終了) を選択します。

ポリシーとロールを削除するには

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Roles] (ロール) を選択します。
3. 検索ボックスに、このチュートリアルで作成した IAM ロールの名前を入力します。
4. ロール を選択します。次に [] を選択します。ロールの削除、削除を確認します。
5. ナビゲーションペインで[Policies] (ポリシー) を選択します。
6. 検索ボックスに、このチュートリアル用に作成したポリシーの名前を入力します。
7. ポリシーを選択して、その概要ページを開きます。ポリシーの[Summary] (概要) ページで [Delete 

policy] (ポリシーの削除) を選択します。
8. [Delete] (削除) をクリックします。

サーバーレスクラスターの構成
Amazon MSK はサーバーレスクラスターのブローカー設定プロパティを設定します。これらのブローカー
構成プロパティの設定は変更できません。ただし、次のトピック構成プロパティを設定できます。

設定プロパティ デフォルト Editable 許容最大値

cleanup.policy Delete はい。ただし、トピッ
ク作成時に限ります

 

圧縮. タイプ プロデューサー はい  

max.message.bytes 1048588 はい 8 MiB

メッセージ.タイムスタ
ンプ.差分.max.ms

long.max はい  

メッセージ. タイムスタ
ンプ. タイプ

CreateTime はい  

retention.bytes 250 GiB はい 250 GiB

retention.ms 7 日間 はい 無制限
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モニタリング

Apache Kafka コマンドを使用して、新規または既存のトピックのトピックレベルの設定プロパティを設
定または変更することもできます。トピックレベルの設定プロパティとその設定方法の例の詳細について
は、Apache Kafka の公式ドキュメントの「トピックレベルの設定」を参照してください。

サーバーレスクラスターのモニタリング
Amazon MSK が Amazon CloudWatch と統合することで、MSK サーバーレスクラスターのメトリクスを
収集、表示、および分析できるようになります。次の表に示すメトリクスは、すべてのサーバーレスクラ
スターで使用できます。これらのメトリクスは、トピックの各パーティションの個別のデータポイントと
して公開されるため、トピックレベルの見通しを得るための「SUM」統計としてご覧になることをお勧め
します。

Amazon MSK は、1 分に 1PerSec CloudWatch 回の頻度でメトリクスをに公開します。つまり、1 分
間の「SUM」統計は、PerSec指標の 1 秒あたりのデータを正確に表しているということです。1 分
を超える期間の 1 秒あたりのデータを収集するには、 CloudWatch 次の数式を使用しますm1 * 60/
PERIOD(m1)。

DEFAULT 監視レベルで利用可能なメトリクス

名前 表示されている場
合

ディメンション 説明

BytesInPerSec プロデューサーが
トピックに書き込
んだ後

クラスター名、
トピック

クライアントから受信した 1 秒あたり
のバイト数。このメトリクスは、各 ブ
ローカーおよび各トピックにおいて利用
可能です。

BytesOutPerSec コンシューマーグ
ループがトピック
から消費した後

クラスター名、
トピック

クライアントに送信された 1 秒あたりの
バイト数。このメトリクスは、各ブロー
カーおよび各トピックにおいて利用可能
です。

FetchMessageConversionsPerSecコンシューマーグ
ループがトピック
から消費した後

クラスター名、
トピック

ブローカーの 1 秒あたりのフェッチメッ
セージ変換回数。

EstimatedMaxTimeLagコンシューマーグ
ループがトピック
から消費した後

クラスター名、
コンシューマー
グループ、ト
ピック

MaxOffsetLag メトリクスの推定時間。

MaxOffsetLag コンシューマーグ
ループがトピック
から消費した後

クラスター名、
コンシューマー
グループ、ト
ピック

トピック内のすべてのパーティションに
おける最大オフセットラグ。

MessagesInPerSec プロデューサーが
トピックに書き込
んだ後

クラスター名、
トピック

ブローカーの 1 秒あたりの受信メッセー
ジ数。

ProduceMessageConversionsPerSecプロデューサーが
トピックに書き込
んだ後

クラスター名、
トピック

ブローカーの 1 秒あたりの生成メッセー
ジ変換回数。

SumOffsetLag コンシューマーグ
ループがトピック
から消費した後

クラスター名、
コンシューマー
グループ、ト
ピック

トピック内のすべてのパーティションの
集計オフセットラグ。
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モニタリング

MSK サーバーレスメトリクスの表示

1. にサインインしてAWS Management Console、https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/ 
CloudWatch  でコンソールを開きます。

2. ナビゲーションペインで、[Metrics] (メトリクス) から [All metrics] (すべてのメトリクス) を選択しま
す。

3. メトリクスで「kafka」を検索します。
4. [AWS/Kafka / Cluster Name, Topic] (AWS/Kafka / クラスター名、トピック) または [AWS/Kafka / 

Cluster Name, Consumer Group, Topic] (AWS/Kafka / クラスター名、コンシューマグループ、トピッ
ク) を選択すると、各種のメトリクスが表示されます。
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MSK Connect とは何ですか？

MSK Connect
MSK Connect とは何ですか？

MSK Connect は Amazon MSK の機能であり、デベロッパーが Apache Kafka クラスターとの間でデータ
を簡単にストリーミングできるようにします。MSK Connect は、Apache Kafka クラスターをデータベー
ス、検索インデックス、ファイルシステムなどの外部システムに接続するためのオープンソースフレーム
ワークである Kafka Connect 2.7.1 を使用します。MSK Connect を使用すると、Kafka Connect 用に構築
されたフルマネージドコネクタをデプロイして、Amazon S3 やなどの一般的なデータストアにデータを移
動したりデータストアからデータをプルしたりできます。 OpenSearch データベースから Apache Kafka 
クラスターに変更ログをストリーミングするために Debezium などのサードパーティによって開発された
コネクタをデプロイするか、コードを変更せずに既存のコネクタをデプロイできます。コネクタは、ロー
ドの変化に合わせてオートスケーリングされ、使用したリソースに対してのみ料金が発生します。

ソースコネクタを使用して、外部システムからトピックにデータをインポートします。シンクコネクタを
使用すると、トピックから外部システムにデータをエクスポートできます。

MSK Connect は、MSK クラスターであろうと独立してホストされている Apache Kafka クラスターであ
ろうと、Amazon VPC に接続できる Apache Kafka クラスターのコネクタをサポートします。

MSK Connect は、コネクタのヘルスと配信状態を継続的に監視し、基盤となるハードウェアにパッチを適
用して管理し、スループットの変化に合わせてコネクタをオートスケーリングします。

MSK Connect の使用を開始するには、「the section called “はじめに” (p. 70)」を参照してください。

MSK Connect で作成できる AWS リソースについては、the section called “Connector” (p. 76)、the 
section called “プラグイン” (p. 79)、および the section called “ワーカー” (p. 79) を参照してくださ
い。

MSK API の詳細については、Amazon MSK API リファレンスを参照してください。

MSK Connect の使用開始
これは、を使用して MSK クラスターと、クラスターから S3 step-by-step バケットにデータを送信するシ
ンクコネクタを作成するチュートリアルです。AWS Management Console

トピック
• ステップ 1 : 必要なリソースを設定する (p. 70)
• ステップ 2: カスタム プラグインを作成する (p. 73)
• ステップ 3: クライアントマシンと Apache Kafka トピックを作成する (p. 74)
• ステップ4: コネクタを作成する (p. 75)
• ステップ5: データを送信する (p. 76)

ステップ 1 : 必要なリソースを設定する
このステップでは、この入門シナリオに必要な次のリソースを作成します。

• コネクタからデータを受信する宛先として機能する S3 バケット。
• データの送信先となる MSK クラスター。次に、コネクタはこのクラスターからデータを読み取り、宛

先の S3 バケットに送信します。
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ステップ 1 : 必要なリソースを設定する

• コネクタが宛先 S3 バケットに書き込むことを可能にする IAM ロール。
• クラスターとコネクタを備えた Amazon VPC から Amazon S3 にデータを送信できるようにする 

Amazon VPC エンドポイント。

S3 バケットを作成するには

1. AWS Management Console にサインインし、Amazon S3 コンソール https:// 
console.aws.amazon.com/s3/ を開きます。

2. バケットの作成 を選択します。
3. バケットの名前には、次のようなわかりやすい名前を入力しますmkc-tutorial-destination-

bucket。
4. 下にスクロールして、Create bucket (バケットの作成) を選択します。
5. バケットのリストで、新しく作成されたバケットを選択します。
6. Create folder (フォルダの作成) を選択します。
7. フォルダの名前として tutorial と入力し、下にスクロールして Create folder (フォルダの作成) を

選択します。

クラスターを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/msk/home?region=us-east-1#/home/ で Amazon MSK コンソールを
開きます。

2. 左側のペインの MSK Clusters (MSK クラスター) で、Clusters (クラスター) を選択します。
3. Create cluster (クラスターの作成) を選択します。
4. Custom create (カスタム作成) を選択します。
5. クラスター名には mkc-tutorial-cluster と入力します。
6. [一般的なクラスタープロパティ] で、クラスターの種類として [プロビジョニング済み] を選択しま

す。
7. 「ネットワーク」で、Amazon VPC を選択します。次に、使用するアベイラビリティーゾーンとサブ

ネットを選択します。このチュートリアルの後半で必要になるため、選択した Amazon VPC とサブ
ネットの ID を覚えておいてください。

8. Access control methods (アクセス制御方法) で、Unauthenticated access (認証されていないアクセス) 
のみが選択されていることを確認します。

9. Encryption (暗号化) で、Plaintext (プレーンテキスト) のみが選択されていることを確認します。
10. ウィザードの手順を続行し、[クラスターの作成] を選択します。これにより、そのクラスターの詳細

ページに移動します。そのページの、Security groups (適用されたセキュリティグループ) で、セキュ
リティグループ ID を探します。このチュートリアルの後半で必要になるため、その ID を覚えておい
てください。

送信先バケットに書き込みことができる IAM ロールを作成するには

1. IAM コンソールhttps://console.aws.amazon.com/iam/を開きます。
2. 左側のペインの Access management (アクセス管理) で、Roles (ロール) を選択します。
3. Create role (ロールの作成) を選択します。
4. Or select a service to view its use cases (またはサービスを選択してそのユースケースを表示する) 

で、S3 を選択します。
5. 下にスクロールして、Select your use case (ユースケースの選択) でもう一度 S3 を選択します。
6. Next: Permissions (次へ : 許可) を選択します。
7. Create policy (ポリシーの作成) を選択します。これにより、ポリシーを作成する新しいタブがブラウ

ザに開きます。後で戻るため、元のロール作成タブは開いたままにしておきます。
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ステップ 1 : 必要なリソースを設定する

8. JSON タブを選択し、ウィンドウ内のテキストを次のポリシーに置き換えて、

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "s3:ListAllMyBuckets" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:s3:::*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "s3:ListBucket", 
        "s3:GetBucketLocation", 
        "s3:DeleteObject" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:s3:::<my-tutorial-destination-bucket>" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "s3:PutObject", 
        "s3:GetObject", 
        "s3:AbortMultipartUpload", 
        "s3:ListMultipartUploadParts", 
        "s3:ListBucketMultipartUploads" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    } 
  ]
}

9. [Next: Tags] (次のステップ: タグ) を選択します。
10. Next: Review (次へ: レビュー) を選択します。
11. ポリシー名に mkc-tutorial-policy を入力し、下にスクロールして Create policy (ポリシーの作

成) を選択します。
12. ロールを作成していたブラウザタブに戻り、更新ボタンを選択します。
13. mkc-tutorial-policy を見つけて、左側のボタンを選択して選択します。
14. Next: Tags (次へ: タグ) を選択します。
15. Next: Review (次へ: レビュー) を選択します。
16. ロール名に mkc-tutorial-role と入力し、説明ボックスのテキストを削除します。
17. Create role (ロールの作成) を選択します。

MSK Connect がそのロールを引き受けることができるようにするには

1. IAM コンソールの左側のペインのAccess management (アクセス管理) で、Roles (ロール) を選択しま
す。

2. mkc-tutorial-role を見つけて選択します。
3. ロールの Summary (概要) で、Trust relationships (信頼関係) タブを選択します。
4. Edit trust relationship (信頼関係の編集) を選択します。
5. 既存の信頼ポリシーを次の JSON に置き換えます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
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ステップ 2: カスタム プラグインを作成する

  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "kafkaconnect.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}

6. [Update Trust Policy] (信頼ポリシーの更新) をクリックします。

クラスターの VPC から Amazon S3 への Amazon VPC エンドポイントを作成するには

1. Amazon VPC コンソールhttps://console.aws.amazon.com/vpc/を開きます。
2. 左側のペインで、Endpoints (エンドポイント) を選択します。
3. Create endpoint (エンドポイントの作成) を選択します。
4. Service Name (サービス名) で、com.amazonaws.us-east-1.s3 サービスとGateway (ゲートウェイ) タ

イプを選択します。
5. クラスターの VPC を選択してから、クラスターのサブネットに関連付けられているルートテーブルの

左側にあるボックスを選択します。
6. Create endpoint (エンドポイントの作成) を選択します。

次のステップ

ステップ 2: カスタム プラグインを作成する (p. 73)

ステップ 2: カスタム プラグインを作成する
プラグインには、コネクタのロジックを定義するコードが含まれています。このステップでは、Lenses 
Amazon S3 Sink Connector のコードを含むカスタムプラグインを作成します。後のステップで、MSK コ
ネクタを作成するときに、そのコードがこのカスタム プラグインにあることを指定します。同じプラグイ
ンを使用して、構成が異なる複数の MSK コネクタを作成できます。

カスタムプラグインを作成するには

1. S3 コネクタをダウンロードします。
2. アクセスできる S3 バケットに ZIP ファイルをアップロードします。Amazon S3 にファイルをアップ

ロードする方法については、Amazon S3 ユーザーガイドのオブジェクトのアップロードを参照してく
ださい。

3. https://console.aws.amazon.com/msk/ で Amazon MSK コンソールを開きます。
4. 左側のペインで MSK Connect を展開し、Custom plugins (カスタムプラグイン) を選択します。
5. Create custom plugin (カスタムプラグインの作成) を選択します。
6. Browse S3 (S3 の参照) を選択します。
7. バケットのリストで、ZIP ファイルをアップロードしたバケットを見つけて、そのバケットを選択し

ます。
8. バケット内のオブジェクトのリストで、ZIP ファイルの左側にあるラジオボタンを選択し、選択 とい

うラベル付けたボタンを選択します。
9. カスタムプラグイン名に mkc-tutorial-plugin と入力し、Create custom plugin (カスタムプラグ

インの作成) を選択します。

カスタムプラグインの作成が完了するまで、AWS に数分かかる場合があります。作成プロセスが完了する
と、ブラウザウィンドウの上部にあるバナーに次のメッセージが表示されます。
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ステップ 3: クライアントマシン

と Apache Kafka トピックを作成する

Custom plugin mkc-tutorial-plugin was successfully created
The custom plugin was created. You can now create a connector using this custom plugin.

次のステップ

ステップ 3: クライアントマシンと Apache Kafka トピックを作成する (p. 74)

ステップ 3: クライアントマシンと Apache Kafka ト
ピックを作成する
このステップでは、Apache Kafka クライアントインスタンスとして使用する Amazon EC2 インスタンス
を作成します。次に、このインスタンスを使用して、クラスター上にトピックを作成します。

クライアントマシンを作成するには

1. Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
2. [Launch Instances] (インスタンスの起動) を選択します。
3. クライアントマシンの名前 (など) を入力しますmkc-tutorial-client。
4. [Amazon Machine Image (AMI)] (Amazon マシンイメージ (AMI) タイプに、[Amazon Linux 2 AMI 

(HVM), SSD ボリュームタイプ) を選択します。
5. t2.xlarge インスタンスタイプを選択します。
6. [key pair (ログイン)] で、[新しいキーペアを作成] を選択します。[キーペア名]mkc-tutorial-key-

pair に入力し、[キーペアのダウンロード] を選択します。既存のキーペアを使用することもできま
す。

7. Launch instance (インスタンスの起動) を選択します。
8. [インスタンスの表示] を選択します。次に、Security Groups 列で、新しいインスタンスに関連付けら

れているセキュリティグループを選択します。セキュリティグループの ID をコピーして、後ほど保存
しておきます。

新しく作成されたクライアントがクラスターにデータを送信するのを許可するには

1. Amazon VPC コンソールhttps://console.aws.amazon.com/vpc/を開きます。
2. 左側のペインのSECURITY (セキュリティ) で、Security Groups (セキュリティグループ) を選択しま

す。Security group ID (セキュリティグループID) 列で、クラスターのセキュリティグループを見つけ
ます。the section called “ステップ 1 : 必要なリソースを設定する” (p. 70) でクラスターを作成した
ときに、このセキュリティグループのIDを保存しました。行の左側にあるボックスを選択して、この
セキュリティグループを選択します。他のセキュリティグループが同時に選択されていないことを確
認してください。

3. 画面の下半分で、Inbound rules (インバウンドルール) タブを選択します。
4. Edit inbound rules (インバウンドルールの編集) を選択します。
5. 画面の左下で、Add rule (ルールの追加) を選択します。
6. 新しいルールで、Type (タイプ) 列の All traffic (すべてのトラフィック) を選択します。Source (ソー

ス) 列の右側のフィールドに、クライアントマシンのセキュリティグループの ID を入力します。これ
は、クライアントマシンを作成した後に保存したセキュリティグループ ID です。

7. Save rules (ルールの保存) を選択します。これで、MSK クラスターは、前の手順で作成したクライア
ントからのすべてのトラフィックを受け入れます。

トピックを作成する

1. Amazon EC2 コンソールhttps://console.aws.amazon.com/ec2/を開きます。
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ステップ4: コネクタを作成する

2. インスタンスのテーブルで mkc-tutorial-client を選択します。
3. 画面上部のConnect (接続) を選択し、指示に従ってインスタンスに接続します。
4. 次のコマンドを実行して、クライアントインスタンスに Java をインストールします。

sudo yum install java-1.8.0

5. 次のコマンドを実行して、Apache Kafka をダウンロードします。

wget https://archive.apache.org/dist/kafka/2.2.1/kafka_2.12-2.2.1.tgz

Note

このコマンドで使用されているもの以外のミラーサイトを使用する場合は、Apache ウェブサ
イトで別のサイトを選択できます。

6. 前のステップで TAR ファイルをダウンロードしたディレクトリで次のコマンドを実行します。

tar -xzf kafka_2.12-2.2.1.tgz

7. kafka_2.12-2.2.1 ディレクトリに移動します。
8. https://console.aws.amazon.com/msk/home?region=us-east-1#/home/ で Amazon MSK コンソールを

開きます。
9. 左側のペインで Clusters (クラスター) を選択してから、mkc-tutorial-cluster という名前を選択

します。
10. View client information (ライアント情報の表示) を選択します。
11. プレーンテキストの接続文字列をコピーします。
12. [Done] (完了) をクリックします。
13. クライアントインスタンス (mkc-tutorial-client) で次のコマンドを実行

し、bootstrapServerStringクラスターのクライアント情報を表示したときに保存した値に置き換
えて、

<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-topics.sh --create --bootstrap-
server bootstrapServerString --replication-factor 2 --partitions 1 --topic mkc-
tutorial-topic

コマンドが成功すると、次のメッセージが表示されます : Created topic mkc-tutorial-
topic.

次のステップ

ステップ4: コネクタを作成する (p. 75)

ステップ4: コネクタを作成する
コネクタを作成するには

1. AWS Management Console にサインインし、Amazon MSKコンソール https:// 
console.aws.amazon.com/msk/home?region=us-east-1#/home/ を開きます。

2. 左側のペインで、MSK Connect を展開し、Connectors (コネクタ) を選択します。
3. Create connector (コネクタの作成) を選択します。
4. プラグインのリストで、mkc-tutorial-plugin を選択し、次にNext (次へ) を選択します。
5. コネクタ名に mkc-tutorial-connector と入力します。
6. クラスターのリストから、mkc-tutorial-cluster を選択します。
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ステップ5: データを送信する

7. 次の構成をコピーして、コネクタ構成フィールドに貼り付けます。

connector.class=io.confluent.connect.s3.S3SinkConnector
s3.region=us-east-1
format.class=io.confluent.connect.s3.format.json.JsonFormat
flush.size=1
schema.compatibility=NONE
tasks.max=2
topics=mkc-tutorial-topic
partitioner.class=io.confluent.connect.storage.partitioner.DefaultPartitioner
storage.class=io.confluent.connect.s3.storage.S3Storage
s3.bucket.name=<my-tutorial-destination-bucket>
topics.dir=tutorial

8. Access permissions (アクセス許可) で mkc-tutorial-role を選択します。
9. Next (次へ) を選択します。Security (セキュリティ) ページで、もう一度 Next (次へ) を選択します。
10. Logs (ログ) ページで、Next (次へ) を選択します。
11. Review and create (確認して作成) で、Create connector (コネクタの作成) を選択します。

次のステップ

ステップ5: データを送信する (p. 76)

ステップ5: データを送信する
このステップでは、前に作成した Apache Kafka トピックにデータを送信し、宛先 S3 バケットで同じデー
タを探します。

MSK クラスターにデータを送信するには

1. クライアントインスタンスの Apache Kafka インストールの bin フォルダに、次の内容の
client.properties という名前のテキストファイルを作成します。

security.protocol=PLAINTEXT

2. 次のコマンドを実行して、コンソールプロデューサーを作成します。BootstrapBrokerString前の
コマンドを実行したときに取得した値に置き換えて、

<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-console-producer.sh --broker-
list BootstrapBrokerString --producer.config client.properties --topic mkc-tutorial-
topic

3. 必要なメッセージを入力して、Enter キーを押します。このステップを 2、3 回繰り返します。行を入
力して Enter キーを押すたびに、その行は個別のメッセージとして Apache Kafka クラスターに送信
されます。

4. 宛先の Amazon S3 バケットを調べて、前のステップで送信したメッセージを見つけます。

Connector
コネクタは、データソースから Apache Kafka クラスターにストリーミングデータを継続的にコピーする
か、クラスターからデータシンクにデータを継続的にコピーすることによって、外部システムと Amazon 
サービスと Apache Kafka を統合します。コネクタは、データを宛先に配信する前に、変換、フォーマッ
ト変換、データのフィルタリングなどの軽量ロジックを実行することもできます。ソースコネクタはデー
タソースからデータをプルし、このデータをクラスターにプッシュします。一方、シンクコネクタはクラ
スターからデータをプルし、このデータをデータシンクにプッシュします。
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容量

コネクタのアーキテクチャを次の図に示します。Worker は、コネクタロジックを実行する Java 仮想マシ
ン (JVM) プロセスです。各ワーカーは、並列スレッドで実行される一連のタスクを作成し、データをコ
ピーする作業を行います。タスクは状態を保存しないため、復元性とスケーラブルなデータパイプライン
を提供するために、いつでも開始、停止、または再起動できます。

コネクタ容量
コネクタの総容量は、コネクタのワーカー数と、ワーカーあたりの MSK Connect Units (MCU) の数によっ
て異なります。各 MCU は、コンピューティングの 1 vCPU と 4 GiB のメモリを表します。コネクタを作
成するには、次の 2 つの容量モードのいずれかを選択する必要があります。

• プロビジョンド-コネクタの容量要件がわかっている場合は、このモードを選択します。2 つの値を指定
します。
• 作業者の数。
• ワーカーあたりの MCU の数。

• Autoscaling-コネクタの容量要件が可変の場合、または事前にわからない場合は、このモードを選択し
ます。オートスケールモードを使用すると、Amazon MSK Connect がコネクタをオーバーライドしま
す。tasks.maxコネクタで実行されているワーカーの数とワーカーごとの MCU の数に比例する値を持
つプロパティ。

次の 3 つの値セットを指定します。
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コネクタを作成する

• ワーカー最小数と最大数。
• CPU 使用率のスケールインおよびスケールアウトのパーセンテージ。CpuUtilizationメトリク

ス。表示時CpuUtilizationコネクタのメトリックがスケールアウト率を超えると、MSK Connect 
はコネクタで実行されているワーカーの数を増やします。表示時CpuUtilizationメトリックがス
ケールインパーセンテージを下回ると、MSK Connect はワーカー数を減らします。ワーカーの数は、
コネクタの作成時に指定した最小値と最大数内に常に残ります。

• ワーカーあたりの MCU の数。

Worker の詳細については、「」を参照してください。the section called “ワーカー” (p. 79)。MSK 
Connect メトリクスの詳細については、「」を参照してください。the section called “モニタリン
グ” (p. 97)。

コネクタを作成する
を使用してコネクタを作成するAWS Management Console

1. で Amazon MSK コンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/msk/。
2. 左ペインで、[] の下にあります。MSK Connectで、コネクタ。
3. [Create connector] (コネクターを作成) をクリックします。
4. 既存のカスタムプラグインを使用してコネクタを作成するか、新しいカスタムプラグインを最初に

作成するかを選択できます。カスタムプラグインとその作成方法については、「」を参照してくださ
い。the section called “プラグイン” (p. 79)。この手順では、使用するカスタムプラグインがあると
仮定します。カスタムプラグインのリストで、使用するプラグインを探し、その左側のボックスを選
択し、次。

5. 名前を入力し、オプションで説明を入力します。
6. 接続するクラスターを選択します。
7. コネクタ構成を指定します。指定する必要がある設定パラメータは、作成するコネクタのタイプ

によって異なります。ただし、一部のパラメータはすべてのコネクタに共通しています。たとえ
ば、connector.classそしてtasks.maxパラメータ。のコンフィギュレーション例を次に示しま
す。Confluent Amazon S3 シンクコネクタ。

connector.class=io.confluent.connect.s3.S3SinkConnector
tasks.max=2
topics=my-example-topic
s3.region=us-east-1
s3.bucket.name=my-destination-bucket
flush.size=1
storage.class=io.confluent.connect.s3.storage.S3Storage
format.class=io.confluent.connect.s3.format.json.JsonFormat
partitioner.class=io.confluent.connect.storage.partitioner.DefaultPartitioner
key.converter=org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter
value.converter=org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter
schema.compatibility=NONE

8. 次に、コネクタの容量を構成します。プロビジョニングモードと自動スケーリングの 2 つのキャパ
シティモードから選択できます。これらの 2 つのオプションについては、「the section called “容
量” (p. 77)」を参照してください。

9. デフォルトの Worker 設定またはカスタム Worker 設定のいずれかを選択します。カスタム Worker 設
定の作成については、「」を参照してください。the section called “ワーカー” (p. 79)。

10. 次に、サービス実行ロールを指定します。これは、MSK Connect が引き受けることができる IAM 
ロールである必要があります。これにより、コネクタに必要なアクセスに必要なすべてのアクセス許
可がコネクタに付与されます。AWSリソースの使用料金を見積もることができます。これらの権限
は、コネクタのロジックによって異なります。このロールを作成する方法については、「the section 
called “サービス実行のロール” (p. 84)」を参照してください。
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プラグイン

11. 選択次で、セキュリティ情報を確認し、次をクリックします。
12. 必要なログオプションを指定して、[次。ログ作成の詳細については、「the section called “ログ記

録” (p. 95)」を参照してください。
13. [Create connector] (コネクターを作成) をクリックします。

MSK Connect API を使用してコネクタを作成するには、を参照してください。CreateConnector。

プラグイン
プラグインとはAWSコネクタロジックを定義するコードを含むリソース。JAR ファイル（または 1 つ以上
の JAR ファイルを含む ZIP ファイル）を S3 バケットにアップロードし、プラグインの作成時にバケット
の場所を指定します。コネクタを作成する際、MSK Connect がそのコネクタに使用するプラグインを指定
します。プラグインとコネクタの関係は、一対多です。同じプラグインから 1 つ以上のコネクタを作成で
きます。

コネクタのコードを開発する方法については、を参照してください。コネクタ開発ガイドApache Kafka ド
キュメントを参照してください。

を使用してカスタムプラグインを作成するAWS Management Console

1. で Amazon MSK コンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/msk/。
2. 左側のペインで、[]MSK Connectで、カスタムプラグイン。
3. 選択カスタムプラグインを作成する。
4. [Browse S3(S3 の参照)] を選択します。
5. S3 バケットのリストで、プラグインの JAR ファイルまたは ZIP ファイルがあるバケットを選択しま

す。
6. オブジェクトのリストで、プラグインの JAR ファイルまたは ZIP ファイルの左側にあるボックスを選

択し、選択。
7. 選択カスタムプラグインを作成する。

MSK Connect API を使用してカスタムプラグインを作成するには、を参照してください。カスタムプラグ
インを作成する。

ワーカー
ワーカーは、コネクタロジックを実行する Java 仮想マシン (JVM) プロセスです。各ワーカーは、並列
スレッドで実行され、データをコピーする作業を行う一連のタスクを作成します。タスクは状態を保存
しないため、復元力のあるスケーラブルな Data Pipeline を提供するために、いつでも開始、停止、また
は再開できます。スケーリングイベントまたは予期しない障害によるワーカー数の変更は、残りのワー
カーによって自動的に検出されます。彼らは、残りの作業者の間でタスクを再調整するように調整しま
す。Connect ワーカーは、Apache Kafka のコンシューマーグループを使用して、調整とリバランスを行い
ます。

コネクタの容量要件が可変するか、見積もりが難しい場合は、MSK Connect に、指定した下限と上限の間
で必要に応じてワーカー数をスケールさせることができます。または、コネクタロジックを実行するワー
カーの正確な数を指定することもできます。詳細については、「the section called “容量” (p. 77)」を参
照してください。

トピック
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デフォルトのワーカー構成

• デフォルトのワーカー構成 (p. 80)
• サポート対象のワーカー構成プロパティ (p. 80)
• カスタムワーカー構成の作成 (p. 81)
• を使用してソースコネクタオフセットの管理offset.storage.topic (p. 81)

デフォルトのワーカー構成
MSK Connect は、次のデフォルトのワーカー構成を提供します。

key.converter=org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter
value.converter=org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter

サポート対象のワーカー構成プロパティ
MSK Connect は、デフォルトのワーカー構成を提供します。コネクタで使用するカスタムワーカー構成を
作成するオプションもあります。次のリストには、Amazon MSK Connect がサポートしている、またはサ
ポートしていないワーカー設定プロパティに関する情報が含まれています。

• key.converter プロパティと value.converter プロパティが必要です。
• MSK Connect は以下をサポートしていますproducer.設定プロパティ。

producer.acks
producer.batch.size
producer.buffer.memory
producer.compression.type
producer.enable.idempotence
producer.key.serializer
producer.max.request.size
producer.metadata.max.age.ms
producer.metadata.max.idle.ms
producer.partitioner.class
producer.reconnect.backoff.max.ms
producer.reconnect.backoff.ms
producer.request.timeout.ms
producer.retry.backoff.ms
producer.value.serializer

• MSK Connect は以下をサポートしていますconsumer.設定プロパティ。

consumer.allow.auto.create.topics
consumer.auto.offset.reset
consumer.check.crcs
consumer.fetch.max.bytes
consumer.fetch.max.wait.ms
consumer.fetch.min.bytes
consumer.heartbeat.interval.ms
consumer.key.deserializer
consumer.max.partition.fetch.bytes
consumer.max.poll.records
consumer.metadata.max.age.ms
consumer.partition.assignment.strategy
consumer.reconnect.backoff.max.ms
consumer.reconnect.backoff.ms
consumer.request.timeout.ms
consumer.retry.backoff.ms
consumer.session.timeout.ms
consumer.value.deserializer
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• で始まらないその他すべての設定プロパティproducer.またはconsumer.プレフィクスの使用を除き
ます以下のプロパティについて。

access.control.
admin.
admin.listeners.https.
client.
connect.
inter.worker.
internal.
listeners.https.
metrics.
metrics.context.
rest.
sasl.
security.
socket.
ssl.
topic.tracking.
worker.
bootstrap.servers
config.storage.topic
connections.max.idle.ms
connector.client.config.override.policy
group.id
listeners
metric.reporters
plugin.path
receive.buffer.bytes
response.http.headers.config
scheduled.rebalance.max.delay.ms
send.buffer.bytes
status.storage.topic

ワーカー構成プロパティとその表現については、Kafka ConnectApache Kafka のドキュメントに記載され
ています。

カスタムワーカー構成の作成
AWS Management Console を使用したカスタムワーカー構成の作成

1. https://console.aws.amazon.com/msk/ で Amazon MSK コンソールを開きます。
2. 左側のペインの MSK Connect で、Worker configurations (ワーカー構成) を選択します。
3. Create worker configuration (ワーカー構成の作成) を選択します。
4. 名前とオプションの説明を入力し、設定するプロパティと値を追加します。
5. Create worker configuration (ワーカー構成の作成) を選択します。

MSK Connect API を使用してワーカー構成を作成するには、CreateWorkerConfiguration。

を使用してソースコネクタオフセットの管
理offset.storage.topic
このセクションでは、を使用したソースコネクタオフセットの管理に役立つ情報を提供します。オフセッ
トストレージのトピック。オフセットストレージトピックは、Kafka Connect がコネクタとタスク設定の
オフセットを保存するために使用する内部トピックです。
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既定のオフセットストレージトピックの使用
デフォルトでは、Amazon MSK Connect は、作成したコネクタごとに Kafka クラスターに新
しいオフセットストレージトピックを生成します。MSK は、コネクタ ARN の一部を使用して
デフォルトのトピック名を作成します。例: __amazon_msk_connect_offsets_my-mskc-
connector_12345678-09e7-4abc-8be8-c657f7e4ff32-2。

独自のオフセットストレージトピックの指定
ソースコネクタ間のオフセット連続性を確保するには、既定のトピックの代わりに任意のオフセットスト
レージトピックを使用できます。オフセットストレージトピックを指定すると、前のコネクタの最後のオ
フセットから読み取りを再開するソースコネクタの作成などのタスクを実行しやすくなります。

オフセットストレージトピックを指定するには、offset.storage.topicコネクタを作成する前のワー
カー設定のプロパティ。オフセットストレージトピックを再利用して、以前に作成したコネクタからのオ
フセットを使用する場合は、新しいコネクタに古いコネクタと同じ名前を付ける必要があります。カスタ
ムオフセットストレージトピックを作成する場合は、cleanup.policyにcompactトピック設定で。

Note

作成時にオフセットストレージトピックを指定した場合シンクコネクタ、存在しない場合は MSK 
Connect fig を MSK Config します。ただし、このトピックはコネクタオフセットの保存には使用
されません。
シンクコネクタのオフセットは、代わりに Kafka コンシューマーグループプロトコルを使
用して管理されます。各シンクコネクタは、という名前のグループを作成しますconnect-
{CONNECTOR_NAME}。コンシューマグループが存在する限り、同じグループを使用して連続して
作成したシンクコネクタCONNECTOR_NAME値は最後にコミットされたオフセットから継続されま
す。

Example : オフセットストレージトピックを指定して、更新された設定でソースコネクタを再作成
します

変更データキャプチャ (CDC) コネクタがあり、CDC ストリーム内での位置を失わずにコネクタ構成を変
更したいとします。既存のコネクタ設定を更新することはできませんが、コネクタを削除し、同じ名前
で新しいコネクタを作成することはできます。新しいコネクタに CDC ストリームのどこから読み取りを
開始するかを指示するには、古いコネクタのオフセットストレージトピックをワーカー設定で指定できま
す。次のステップは、このタスクを行う方法について説明します。

1. クライアントマシンで、次のコマンドを実行して、コネクタのオフセットストレージトピックの名前
を確認します。置換<bootstrapBrokerString>クラスターのブートストラップブローカー文字列
を使用してください。ブートストラップブローカーの文字列を取得する方法については、以下を参照
してください。Amazon MSK クラスターで使用するブートストラップブローカーの取得 (p. 23)。

<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-topics.sh --list --bootstrap-
server <bootstrapBrokerString>

次の出力は、デフォルトの内部コネクタトピックを含む、すべてのクラスタートピック
のリストを示しています。この例では、既存の CDC コネクタは既定のオフセットスト
レージトピック (p. 82)MSK Connect によって作成されました。これが、オフセットス
トレージトピックが呼ばれる理由です__amazon_msk_connect_offsets_my-mskc-
connector_12345678-09e7-4abc-8be8-c657f7e4ff32-2。

__consumer_offsets
__amazon_msk_canary
__amazon_msk_connect_configs_my-mskc-connector_12345678-09e7-4abc-8be8-c657f7e4ff32-2
__amazon_msk_connect_offsets_my-mskc-connector_12345678-09e7-4abc-8be8-c657f7e4ff32-2
__amazon_msk_connect_status_my-mskc-connector_12345678-09e7-4abc-8be8-c657f7e4ff32-2
my-msk-topic-1
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my-msk-topic-2

2. で Amazon MSK コンソールを開きますhttps://console.aws.amazon.com/msk/。
3. 次の中からコネクタを選択してくださいコネクタリスト。の内容をコピーし、保存しますコネクタ構

成フィールドを変更し、新しいコネクタの作成に使用できます。
4. 選択してください削除コネクタを削除します。次に、テキスト入力フィールドにコネクタ名を入力

し、削除を確定します。
5. シナリオに合った値を使用してカスタムワーカー構成を作成します。手順については、「カスタム

ワーカー構成の作成 (p. 81)」を参照してください。

ワーカー構成では、以前に取得したオフセットストレージトピックの名前をの値として指定する必要
がありますoffset.storage.topic次の構成のように。

config.providers.secretManager.param.aws.region=us-east-1
key.converter=<org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter>
value.converter=<org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter>
config.providers.secretManager.class=com.github.jcustenborder.kafka.config.aws.SecretsManagerConfigProvider
config.providers=secretManager
offset.storage.topic=__amazon_msk_connect_offsets_my-mskc-
connector_12345678-09e7-4abc-8be8-c657f7e4ff32-2

6. Important

新しいコネクタには、古いコネクタと同じ名前を付ける必要があります。

前のステップで設定したワーカー構成を使用して、新しいコネクタを作成します。手順については、
「コネクタを作成する (p. 78)」を参照してください。

考慮事項
ソースコネクタオフセットを管理するときは、次の点を考慮してください。

• オフセットストレージトピックを指定するには、コネクタオフセットが保存される Kafka トピックの名
前を次の値として指定します。offset.storage.topicあなたのワーカー設定で。

• オフセットストレージトピックを再利用して、以前に作成したコネクタからのオフセットを使用する場
合は、新しいコネクタに古いコネクタと同じ名前を付ける必要があります。

• コネクタ構成を変更する場合は注意が必要です。ソースコネクタが設定の値を使用してオフセットレ
コードをキーする場合、設定値を変更すると、コネクタが意図しない動作をする可能性があります。ガ
イドについては、プラグインのドキュメントを参照することをお勧めします。

構成プロバイダーを使用してシークレットを外部化
する

のようなサービスを使用して機密性の高い構成値を外部化するにはAWS Secrets 
Manager、ConfigProviderクラスインターフェイスを実装する構成プロバイダーをセットアップできます。
構成プロバイダーを使用すると、コネクタまたはワーカー構成でプレーンテキストの代わりに変数を指定
でき、コネクタで実行されているワーカーは実行時にこれらの変数を解決します。これにより、認証情報
やその他のシークレットがコネクタ構成にプレーンテキストとして表示されなくなります。

独自の構成プロバイダのプラグインを開発するには、次のガイドラインを使用します。

• Java ConfigProvider ServiceLoader機能を使用して検出されたインターフェイスを実装します。
• META-INF/services/org.apache.kafka.common.config.provider.ConfigProvider

ConfigProvider 実装クラスの完全修飾名を含む名前のファイルを作成しま
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す。このファイルを、実装クラスとともに JAR にPackage 化します。たとえ
ば、org.apache.kafka.common.config.provider.ConfigProviderオープンソースのAWS 
Secrets Manager Config プロバイダープラグインのを参照してください。

• Kafka Connect ConfigDef.Type.PASSWORD列挙型定数を使用して、機密性の高い構成値を定義しま
す。詳細については、「シークレットがコネクタログに表示されないようにする (p. 96)」を参照して
ください。

考慮事項
Amazon MSK Connect で設定プロバイダを使用する場合は、次の点を考慮してください。

• プラグインがそれらの値をシークレットとして定義していない場合、機密性の高い構成値がコネクタロ
グに表示されることがあります。Kafka Connect は、未定義の設定値を他のプレーンテキスト値と同じ
ように扱います。詳細については、シークレットがコネクタログに表示されないようにする (p. 96)
を参照してください。

• デフォルトでは、コネクタが構成プロバイダーを使用する場合、MSK Connect はコネクタを頻繁に再起
動します。この再起動動作を無効にするには、config.action.reloadnoneコネクタ構成で値をに設
定します。

MSK Connect の IAM のロールとポリシー
トピック

• サービス実行のロール (p. 84)
• MSK Connect の IAM ポリシーの例 (p. 86)
• サービス間での不分別な代理処理の防止 (p. 87)
• MSK Connect の AWS 管理ポリシー (p. 88)
• MSK Connect でのサービスにリンクされたロールの使用 (p. 91)

サービス実行のロール
Note

Amazon MSK Connect は、の使用をサポートしません。サービスにリンクされたロー
ル (p. 91)をサービス実行ロールとして指定します。別のサービス実行ロールを作成する必要が
あります。カスタム IAM ロールを作成する手順については、「」を参照してください。の許可を
委任するロールの作成AWSサービスのIAM ユーザーガイド。

MSK Connect を使用してコネクタを作成する場合、使用するAWS Identity and Access Management (IAM) 
ロールを指定する必要があります。MSK Connect が引き受けることができるように、サービス実行ロール
には次の信頼ポリシーが必要です。このポリシーの条件コンテキストキーについては、を参照してくださ
い。the section called “サービス間での不分別な代理処理の防止” (p. 87)。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "kafkaconnect.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
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          "aws:SourceAccount": "Account-ID" 
        }, 
        "ArnLike": { 
          "aws:SourceArn": "MSK-Connector-ARN" 
        } 
      } 
    }    
  ]
}

コネクタで使用する Amazon MSK クラスターが IAM 認証を使用するクラスターである場合は、次の許可
ポリシーをコネクタのサービス実行ロールに追加する必要があります。クラスターの UUID を見つける方
法と、トピック ARN を作成する方法については、the section called “リソース” (p. 132) を参照してくだ
さい。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kafka-cluster:Connect", 
                "kafka-cluster:DescribeCluster" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "cluster-arn" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kafka-cluster:ReadData", 
                "kafka-cluster:DescribeTopic" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "ARN of the topic that you want a sink connector to read from" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kafka-cluster:WriteData", 
                "kafka-cluster:DescribeTopic" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "ARN of the topic that you want a source connector to write to" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kafka-cluster:CreateTopic", 
                "kafka-cluster:WriteData", 
                "kafka-cluster:ReadData", 
                "kafka-cluster:DescribeTopic" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:kafka:region:account-id:topic/cluster-name/cluster-uuid/
__amazon_msk_connect_*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
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                "kafka-cluster:AlterGroup", 
                "kafka-cluster:DescribeGroup" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:kafka:region:account-id:group/cluster-name/cluster-uuid/
__amazon_msk_connect_*", 
                "arn:aws:kafka:region:account-id:group/cluster-name/cluster-uuid/connect-*" 
            ] 
        } 
    ]
}

コネクタの種類によっては、AWS リソースへのアクセスを許可するアクセス許可ポリシーをサービス実行
ロールに添付する必要がある場合もあります。例えば、コネクタが S3 バケットにデータを送信する必要
がある場合、サービス実行ロールには、そのバケットへの書き込み許可を付与する許可ポリシーが必要で
す。テストの目的で、arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3FullAccess のように、フルアクセスを
提供する事前に構築された IAM ポリシーの 1 つを使用できます。ただし、セキュリティ上の理由から、コ
ネクタが AWS ソースからの読み取りまたは AWS シンクへの書き込みを許可する最も制限の厳しいポリ
シーを使用することをお勧めします。

MSK Connect の IAM ポリシーの例
管理者以外のユーザーにすべての MSK Connect 機能へのフルアクセスを許可するには、次のようなポリ
シーをユーザーの IAM ロールに添付します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kafkaconnect:*", 
                "ec2:CreateNetworkInterface", 
                "ec2:DescribeSubnets", 
                "ec2:DescribeVpcs", 
                "ec2:DescribeSecurityGroups", 
                "logs:CreateLogDelivery", 
                "logs:GetLogDelivery", 
                "logs:DeleteLogDelivery", 
                "logs:ListLogDeliveries", 
                "logs:PutResourcePolicy", 
                "logs:DescribeResourcePolicies", 
                "logs:DescribeLogGroups" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/kafkaconnect.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForKafkaConnect*", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "iam:AWSServiceName": "kafkaconnect.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:AttachRolePolicy", 
                "iam:PutRolePolicy" 
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            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/kafkaconnect.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForKafkaConnect*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/delivery.logs.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLogDelivery*", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "iam:AWSServiceName": "delivery.logs.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:PutBucketPolicy", 
                "s3:GetBucketPolicy" 
            ], 
            "Resource": "ARN of the Amazon S3 bucket to which you want MSK Connect to 
 deliver logs" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:PassRole", 
            "Resource": "ARN of the service execution role" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "s3:GetObject", 
            "Resource": "ARN of the Amazon S3 object that corresponds to the custom plugin 
 that you want to use for creating connectors" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "firehose:TagDeliveryStream", 
            "Resource": "ARN of the Kinesis Data Firehose delivery stream to which you want 
 MSK Connect to deliver logs" 
        } 
    ]
}

サービス間での不分別な代理処理の防止
混乱した代理問題とは、あるアクションを実行する許可を持たないエンティティが、より多くの特権を持
つエンティティにアクションの実行を強制できることで生じるセキュリティ上の問題です。AWS では、
サービス間でのなりすましが、混乱した代理問題を生じさせる可能性があります。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 (呼び出し先サービス) を呼び出す場合に
発生します。呼び出し元サービスが操作され、それ自身のアクセス許可を使用して、本来アクセス許可が
付与されるべきではない方法で別の顧客のリソースに対して働きかけることがあります。これを防ぐため
に AWS では、お客様のすべてのサービスのデータを保護するのに役立つツールを提供しています。これ
には、アカウントのリソースへのアクセス権が付与されたサービスプリンシパルを使用します。

を使用することをお勧めします。aws:SourceArnそしてaws:SourceAccountリソースポリシー内のグ
ローバル条件コンテキストキーを使用して、MSK Connect が別のサービスに付与する、リソースへのア
クセス許可を制限します。そのファイルにaws:SourceArn値にはアカウント ID が含まれていないため 
(たとえば、Amazon S3 バケットの ARN にアカウント ID が含まれていないなど)、アクセス許可を制限す
るには、両方のグローバル条件コンテキストキーを使用する必要があります。同じポリシーステートメン
トでこれらのグローバル条件コンテキストキーの両方を使用し、アカウント ID にaws:SourceArn の値
が含まれていない場合、aws:SourceAccount 値と aws:SourceArn 値の中のアカウントには、同じア
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カウント ID を使用する必要があります。クロスサービスのアクセスにリソースを 1 つだけ関連付けたい
場合は、aws:SourceArn を使用します。クロスサービスが使用できるように、アカウント内の任意のリ
ソースを関連づけたい場合は、aws:SourceAccount を使用します。

MSK Connectの場合、aws:SourceArnMSK コネクタである必要があります。

不分別な代理処理の問題から保護するための最も効果的な方法は、リソースの完全な ARN を指定し
ながら、aws:SourceArn グローバル条件コンテキストキーを使用することです。リソースの完全
な ARN が不明な場合や、複数のリソースを指定する場合には、グローバルコンテキスト条件キー
aws:SourceArn で、ARN の未知部分を示すためにワイルドカード (*) を使用します。たとえば、arn: 
aws: kafkaconnect: us-east-1:123456789012: connector/*は、米国東部 (バージニア北部) 
リージョンの ID 123456789012 のアカウントに属するすべてのコネクタを表します。

以下の例は、aws:SourceArnそしてaws:SourceAccount混乱した代理問題を回避するため、MSK 
Connect のグローバル条件コンテキストキー。置換##### IDそしてMSK-####-ARN情報を入力します。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": " kafkaconnect.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "aws:SourceAccount": "Account-ID" 
        }, 
        "ArnLike": { 
          "aws:SourceArn": "MSK-Connector-ARN" 
        } 
      } 
    }    
  ]
}

MSK Connect の AWS 管理ポリシー
ユーザー、グループ、およびロールにアクセス許可を追加するには、自分でポリシーを作成するより
も、AWS 管理ポリシーを使用する方が簡単です。チームに必要な許可のみを提供する IAM カスタマーマ
ネージドポリシーを作成するには、時間と専門知識が必要です。すぐに使用を開始するために、AWS マ
ネージドポリシーを使用できます。これらのポリシーは、一般的なユースケースをターゲット範囲に含め
ており、AWS アカウント で利用できます。AWS マネージドポリシーの詳細については、IAM ユーザーガ
イドの「AWS マネージドポリシー」を参照してください。

AWS のサービス は、AWS マネージドポリシーを維持し、更新します。AWS マネージドポリシーの許可
を変更することはできません。サービスでは、新しい機能を利用できるようにするために、AWS マネージ
ドポリシーに許可が追加されることがあります。この種類の更新は、ポリシーがアタッチされている、す
べてのアイデンティティ (ユーザー、グループおよびロール) に影響を与えます。新しい機能が立ち上げら
れた場合や、新しいオペレーションが使用可能になった場合に、各サービスが AWS マネージドポリシー
を更新する可能性が最も高くなります。サービスは、AWS マネージドポリシーから許可を削除しないた
め、ポリシーの更新によって既存の許可が破棄されることはありません。

さらに、AWS では、複数のサービスにまたがるジョブ機能のためのマネージドポリシーもサポートしてい
ます。例えば、ViewOnlyAccess AWS マネージドポリシーでは、多くの AWS のサービス およびリソー
スへの読み取り専用アクセスを許可します。あるサービスで新しい機能を立ち上げる場合は、AWS は、追
加された演算とリソースに対し、読み取り専用の許可を追加します。ジョブ機能ポリシーのリストと説明
については、IAM ユーザーガイドの「AWSジョブ関数のマネージドポリシー」を参照してください。
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AWS マネージドポリシー

AWSマネージドポリシー: amazonMSKConnectReadOnlyAccess
このポリシーは、MSK Connect リソースを一覧表示および説明するために必要なアクセス許可をユーザー
に付与します。

AmazonMSKConnectReadOnlyAccess ポリシーを IAM アイデンティティに添付できます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kafkaconnect:ListConnectors", 
                "kafkaconnect:ListCustomPlugins", 
                "kafkaconnect:ListWorkerConfigurations" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kafkaconnect:DescribeConnector" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:kafkaconnect:*:*:connector/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kafkaconnect:DescribeCustomPlugin" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:kafkaconnect:*:*:custom-plugin/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kafkaconnect:DescribeWorkerConfiguration" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:kafkaconnect:*:*:worker-configuration/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

AWSマネージドポリシー: KafkaConnectServiceRolePolicy
このポリシーは、タグ AmazonMSKConnectManaged:true を持つネットワークインターフェイスを作成
および管理するために必要なアクセス許可を MSK Connect サービスに付与します。これらのネットワー
クインターフェースにより、MSK Connect ネットワークは Apache Kafka クラスターやソースまたはシン
クなどの Amazon VPC 内のリソースにアクセスできます。

アタッチできない KafkaConnectServiceRolePolicy を IAM エンティティに追加します。このポリシー
は、MSK Connect がユーザーに代わってアクションを実行できるようにするサービスにリンクされたロー
ルに関連付けられています。

{ 
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 "Version": "2012-10-17", 
 "Statement": [ 
  { 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 
    "ec2:CreateNetworkInterface" 
   ], 
   "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*", 
   "Condition": { 
    "StringEquals": { 
     "aws:RequestTag/AmazonMSKConnectManaged": "true" 
    }, 
    "ForAllValues:StringEquals": { 
     "aws:TagKeys": "AmazonMSKConnectManaged" 
    } 
   } 
  }, 
  { 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 
    "ec2:CreateNetworkInterface" 
   ], 
   "Resource": [ 
    "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*", 
    "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*" 
   ] 
  }, 
  { 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 
    "ec2:CreateTags" 
   ], 
   "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*", 
   "Condition": { 
    "StringEquals": { 
     "ec2:CreateAction": "CreateNetworkInterface" 
    } 
   } 
  }, 
  { 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 
    "ec2:DescribeNetworkInterfaces", 
    "ec2:CreateNetworkInterfacePermission", 
    "ec2:AttachNetworkInterface", 
    "ec2:DetachNetworkInterface", 
    "ec2:DeleteNetworkInterface" 
   ], 
   "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*", 
   "Condition": { 
    "StringEquals": { 
     "ec2:ResourceTag/AmazonMSKConnectManaged": "true" 
    } 
   } 
  } 
 ]
} 
        

MSK Connect による AWS 管理ポリシーの更新
このサービスがこれらの変更の追跡を開始してからの、MSK Connect の AWS 管理ポリシーの更新に関す
る詳細を表示します。
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サービスにリンクされたロールの使用

変更 説明 日付

MSK Connect の更新された読み
取り専用ポリシー

MSK Connect が 
AmazonMSK を更新しました
ConnectReadOnlyAccess ポリ
シーを使用して、リストオペ
レーションの制限を削除できま
す。

2021 年 10 月 13 日

MSK Connect が変更の追跡をス
タートしました

MSK Connect は、AWS 管理ポ
リシーの変更の追跡をスタート
しました。

2021 年 9 月 14 日

MSK Connect でのサービスにリンクされたロールの
使用
Amazon MSK Connect は、AWS Identity and Access Management (IAM) サービスにリンクされたロー
ルを使用します。サービスにリンクされたロールは、MSK Connect に直接リンクされている一意のタイプ
の IAM ロールです。サービスにリンクされたロールは MSK Connect によって事前定義されており、サー
ビスがユーザーに代わって他の AWS サービスを呼び出すために必要なすべての許可が含まれています。

サービスにリンクされたロールを使用することで、必要な許可を手動で追加する必要がないため、MSK 
Connect の設定が簡単になります。MSK Connect は、サービスにリンクされたロールの許可を定義しま
す。特に定義されていない限り、MSK Connect 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
たアクセス許可には、信頼ポリシーとアクセス許可ポリシーが含まれ、そのアクセス許可ポリシーを他の 
IAM エンティティに添付することはできません。

サービスリンクロールをサポートする他のサービスについては、IAM と連携する AWS のサービスを参照
して、[サービスにリンクされたロール] 列が [はい] になっているサービスを探してください。そのサービ
スのサービスにリンクされたロールのドキュメントを表示するには、リンク付きのはいを選択します。

MSK Connect でのサービスにリンクされたロールの許可
MSK Connect は、という名前のサービスにリンクされたロールを使用しま
す。AWSServiceRoleForKafkaConnect— Amazon MSK Connect がユーザーに代わって Amazon リソース
にアクセスできるようにします。

- AWSServiceRoleForKafkaConnect サービスにリンクされたロール
は、kafkaconnect.amazonaws.comのロールを引き受ける上でサービスを実行します。

ロールが使用する権限ポリシーについては、「the section called 
“KafkaConnectServiceRolePolicy” (p. 89)」を参照してください。

サービスにリンクされたロールの作成、編集、削除を IAM エンティティ (ユーザー、グループ、ロールな
ど) に許可するには、アクセス許可を設定する必要があります。詳細については、「IAMユーザーガイド」
のサービスにリンクされたロールのアクセス許可を参照してください。

MSK Connect のサービスにリンクされたロールの作成
サービスにリンクされたロールを手動で作成する必要はありません。AWS Management Console、AWS 
CLI、または AWS APIでコネクタを作成すると、MSK Connect がサービスにリンクされたロールを作成し
ます。

このサービスにリンクされたロールを削除してから再度作成する必要がある場合は、同じプロセスを使用
してアカウントにロールを再作成できます。コネクタを作成すると、MSK Connect はサービスにリンクさ
れたロールを再度作成します。
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インターネットアクセスを有効にする

MSK Connect のサービスにリンクされたロールの編集
MSK Connect では、 AWSServiceRoleForKafkaConnect サービスにリンクされたロール。サービスにリン
クされたロールを作成すると、多くのエンティティによってロールが参照される可能性があるため、ロー
ル名を変更することはできません。ただし、IAM を使用したロールの説明の編集はできます。詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」のサービスにリンクされたロールの編集を参照してください。

MSK Connect のサービスにリンクされたロールの削除
IAM コンソール、AWS CLI、または AWS API を使用して、サービスにリンクされたロールを手動で削除
できます。これを行うには、最初にすべての MSK Connect コネクタを手動で削除する必要があります。
次に、ロールを手動で削除できます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」のサービスにリンクされ
たロールの削除を参照してください。

MSK Connect のサービスにリンクされたロールがサポートされ
ているリージョン
MSK Connect は、サービスが利用可能なすべてのリージョンでサービスにリンクされたロールの使用をサ
ポートします。詳細については、「AWS リージョンとエンドポイント」を参照してください。

Amazon MSK Connect のインターネットアクセス
を有効にする

Amazon MSK Connect のコネクタがインターネットにアクセスする必要がある場合は、次のものを使用す
ることをお勧めします。Amazon Virtual Private Cloud(VPC) 設定で、そのアクセスを有効にします。

• プライベートサブネットを使用してコネクタを構成します。
• パブリックを作成するNAT ゲートウェイまたはNAT インスタンスパブリックサブネットの VPC。詳細

については、「」を参照してください。NAT デバイスを使用してサブネットをインターネットまたは他
の VPC Connect するの [] ページでAmazon Virtual Private Cloud ユーザーガイド。

• プライベートサブネットから NAT ゲートウェイまたはインスタンスへのアウトバウンドトラフィックを
許可します。

パブリックサブネットの回避策

パブリックサブネットを使用するようにクラスターを構成する場合は、Elastic IP アドレス (EIP)Amazon 
MSK Connect が VPC 内に作成する Elastic Network Interface (ENI) に移動します。ENI アタッチメントは
永続的ではなく、メンテナンスまたはスケーリング操作中に ENI を作成または削除する可能性があるた
め、この方法はお勧めしません。

Amazon MSK Connect 用の NAT ゲートウェイをセッ
トアップする
以下のステップは、NAT ゲートウェイを設定し、コネクタのインターネットアクセスを有効にする方法を
示しています。プライベートサブネットにコネクタを作成する前に、次の手順を実行します。

前提条件

以下の項目があることを確認してください。

• の IDAmazon Virtual Private Cloud(VPC) がクラスターに関連付けられています。たとえ
ば、vpc-123456ab。
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ゲートウェイをセットアップする

• VPC 内のプライベートサブネットの ID。たとえば、subnet-a1b2c3de,subnet-F4g5h6ij、など コネクタ
はプライベートサブネットで構成する必要があります。

コネクタのインターネットアクセスを有効にするには

1. Amazon Virtual Private Cloud コンソール (https://console.aws.amazon.com/vpc/) を開きます。
2. わかりやすい名前で NAT ゲートウェイのパブリックサブネットを作成し、サブネット ID を書き留め

ます。詳細な手順については、「」を参照してください。VPC にサブネットを作成する。
3. VPC がインターネットと通信できるようにインターネットゲートウェイを作成し、ゲートウェイ ID 

をメモします。VPC にインターネットゲートウェイをアタッチする。手順については、以下を参照し
てください。インターネットゲートウェイの作成とアタッチ。

4. プライベートサブネット内のホストがパブリックサブネットに到達できるように、パブリック NAT 
ゲートウェイをプロビジョニングします。NAT ゲートウェイを作成するときは、前に作成したパブ
リックサブネットを選択します。手順については、「NAT ゲートウェイの作成」を参照してくださ
い。

5. ルートテーブルを設定します。このセットアップを完了するには、合計 2 つのルートテーブルが必要
です。VPC と同時に自動的に作成されたメインルートテーブルが既にあるはずです。このステップで
は、パブリックサブネット用の追加のルートテーブルを作成します。

a. プライベートサブネットがトラフィックを NAT ゲートウェイにルーティングするように、VPC 
のメインルートテーブルを変更するには、次の設定を使用します。手順については、以下を参照
してください。ルートテーブルの使用のAmazon Virtual Private Cloud ユーザーガイド。

プライベート MSKC ルートテーブル

プロパティ 値

名前タグ このルートテーブルにわかりやすい名前タグ
を付けて、識別しやすくすることをお勧めし
ます。たとえば、プライベートMSKC。

関連付けられたサブネット プライベートサブネット

MSK Connect のインターネットアクセスを有
効にするルート

• 送信先: 0.0.0.0/0
• ターゲット: NAT ゲートウェイ ID。たとえ

ば、nat-12a345bc6789efg1h。

内部トラフィックのローカルルート • 送信先: 10.0.0.0/16。この値は VPC の 
CIDR ブロックによって異なる場合がありま
す。

• ターゲット: ローカル

b. 「」の指示に従って、カスタムルートテーブルを作成するをクリックして、パブリックサブネッ
トのルートテーブルを作成します。テーブルを作成するときは、名前タグフィールドを使用し
て、テーブルが関連付けられているサブネットを特定するのに役立ちます。たとえば、パブリッ
クMSKC。

c. の設定パブリックMSKC以下の設定を使用して、ルートテーブル。

プロパティ 値

名前タグ パブリックMSKCまたは、選択した別の説明
的な名前

関連付けられたサブネット NAT ゲートウェイを使用するパブリックサブ
ネット
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プロパティ 値

MSK Connect のインターネットアクセスを有
効にするルート

• 送信先: 0.0.0.0/0
• ターゲット: インターネットゲートウェイ 

ID。たとえば、igw-1a234bc5。

内部トラフィックのローカルルート • 送信先: 10.0.0.0/16。この値は VPC の 
CIDR ブロックによって異なる場合がありま
す。

• ターゲット: ローカル

プライベート DNS ホスト名
MSK Connect のプライベート DNS ホスト名サポートにより、パブリックドメイン名またはプライベート
ドメイン名を参照するようにコネクタを設定できます。Support は VPC DHCP オプションセットで指定さ
れている DNS サーバーによって異なります。

DHCP オプションセットは、EC2 インスタンスで VPC ネットワーク経由で通信するために使用するネッ
トワーク構成のグループです。各 VPC にはデフォルトの DHCP オプションセットがありますが、VPC 内
のインスタンスで Amazon 提供の DNS サーバーではなく別の DNS サーバーを使用してドメイン名解決を
行う場合は、カスタム DHCP オプションセットを作成できます。Amazon VPC の DHCP オプションセッ
トを参照してください。

プライベート DNS 解決機能/機能が MSK Connect に含まれる前は、コネクタはカスタマーコネクタから
の DNS クエリにサービス VPC DNS リゾルバーを使用していました。コネクタは、お客様の VPC DHCP 
オプションセットで定義されている DNS サーバーを DNS 解決に使用しませんでした。

コネクタが参照できるのは、お客様のコネクタ構成または公開されているプラグイン内のホスト名のみで
した。プライベートホストゾーンで定義されたプライベートホスト名を解決することも、別の顧客ネット
ワークの DNS サーバーを使用することもできませんでした。

プライベート DNS がなければ、自社の VPC にあるデータベース、データウェアハウス、Secrets 
Manager などのシステムをインターネットにアクセスできないようにすることを選択した顧客は、MSK 
コネクタを使用できませんでした。顧客は多くの場合、企業のセキュリティ体制に準拠するためにプライ
ベート DNS ホスト名を使用します。

トピック
• コネクタの VPC DHCP オプションセットの設定 (p. 94)
• VPC の DNS 属性 (p. 95)
• 障害処理 (p. 95)

コネクタの VPC DHCP オプションセットの設定
コネクタは、コネクタの作成時に VPC DHCP オプションセットで定義されている DNS サーバーを自動的
に使用します。コネクタを作成する前に、コネクタの DNS ホスト名解決要件に合わせて VPC DHCP オプ
ションセットを設定してください。

MSK Connect でプライベート DNS ホスト名機能が使用可能になる前に作成したコネクタは、変更なしで
以前の DNS 解決構成を引き続き使用します。

コネクターでパブリックに解決可能な DNS ホスト名解決のみが必要な場合は、セットアップを簡単にす
るために、コネクターの作成時にアカウントのデフォルト VPC を使用することをお勧めします。アマゾン
が提供する DNS サーバーまたは Amazon Route 53 リゾルバーの詳細については、Amazon VPC ユーザー
ガイドの「Amazon DNS サーバー」を参照してください。
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DNS 属性

プライベート DNS ホスト名を解決する必要がある場合は、コネクタの作成時に渡される VPC の DHCP 
オプションが正しく設定されていることを確認してください。詳細については、Amazon VPC ユーザーガ
イドの「DHCP オプションセットを使用する」を参照してください。

プライベート DNS ホスト名解決のための DHCP オプションセットを設定するときは、DHCP オプション
セットで構成したカスタム DNS サーバーにコネクタが到達できることを確認してください。そうしない
と、コネクタの作成は失敗します。

VPC DHCP オプションセットをカスタマイズすると、その後その VPC に作成されるコネクタは、オプ
ションセットで指定した DNS サーバーを使用します。コネクタを作成した後にオプションセットを変更
すると、コネクタは数分以内に新しいオプションセットの設定を採用します。

VPC の DNS 属性
VPC の DNS 属性が、Amazon VPC ユーザーガイドの VPC の DNS 属性と DNS ホスト名の説明に従って
正しく設定されていることを確認してください。

インバウンドとアウトバウンドのリゾルバーエンドポイントを使用して他のネットワークを VPC に接続
し、コネクターと連携させる方法については、Amazon Route 53 開発者ガイドの「VPC とネットワーク間
の DNS クエリの解決」を参照してください。

障害処理
このセクションでは、DNS 解決に関連して発生する可能性のあるコネクタ作成エラーと、問題を解決する
ための推奨アクションについて説明します。

失敗 推奨する対処

DNS 解決クエリが失敗した場合、またはコネクタ
から DNS サーバーにアクセスできない場合、コネ
クタの作成は失敗します。

CloudWatch これらのログをコネクタ用に設定して
いる場合、DNS 解決クエリの失敗によるコネクタ
作成の失敗がログに表示されます。

DNS サーバーの構成を確認し、コネクタから DNS 
サーバーへのネットワーク接続を確認します。

コネクタの実行中に VPC DHCP オプションセッ
トの DNS サーバー構成を変更すると、コネクタ
からの DNS 解決クエリが失敗する可能性がありま
す。DNS 解決が失敗すると、一部のコネクタタス
クが失敗状態になる可能性があります。

CloudWatch これらのログをコネクタ用に設定して
いる場合、DNS 解決クエリの失敗によるコネクタ
作成の失敗がログに表示されます。

失敗したタスクは自動的に再起動して、コネクタ
を元に戻す必要があります。それが起こらない場
合は、サポートに連絡してコネクタの失敗したタ
スクを再開するか、コネクタを再作成してくださ
い。

MSK Connect のロギング
MSK Connect は、コネクタのデバッグに使用できるログイベントを書き込むことができます。コネクタを
作成するときに、次のログの宛先を 0 個以上指定できます。

• アマゾン CloudWatch ログ: MSK Connect がコネクタのログイベントを送信するロググループを
指定します。ロググループの作成方法については、「」を参照してください。ロググループの作
成のCloudWatch Logs ユーザーガイド。
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シークレットがコネクタログに表示されないようにする

• Amazon S3: MSK Connect がコネクタのログイベントを送信する S3 バケットを指定します。S3 バケッ
トを作成する方法については、「」を参照してください。バケットの作成のAmazon S3 ユーザーガイ
ド。

• Amazon Kinesis Data Firehose: MSK Connect がコネクタのログイベントを送信する配信ストリームを
指定します。配信ストリームの作成方法については、「」を参照してください。Amazon Kinesis Data 
Firehose 配信ストリームの作成のKinesis Data Firehose ユーザーガイド。

ログの記録の詳しい設定方法については、「」を参照してください。特定のからのログの記録を有効にす
るAWSサービスのAmazon CloudWatch Logsユーザーガイド。

MSK Connect は、次のタイプのログイベントを発行します。

レベル 説明

INFO スタートアップとシャットダウン時の対象となる
ランタイムイベント。

WARN エラーではないが、望ましくない、または予期し
ないランタイムの状況。

FATAL 早期終了の原因となる重大なエラー。

ERROR 致命的ではない予期しない状態とランタイムエ
ラー。

次に示すのは、に送信されるログイベントの例です。 CloudWatch ログ:

[Worker-0bb8afa0b01391c41] [2021-09-06 16:02:54,151] WARN [Producer 
 clientId=producer-1] Connection to node 1 (b-1.my-test-cluster.twwhtj.c2.kafka.us-
east-1.amazonaws.com/INTERNAL_IP) could not be established. Broker may not be available. 
 (org.apache.kafka.clients.NetworkClient:782)

シークレットがコネクタログに表示されないようにす
る

Note

プラグインがこれらの値をシークレットとして定義していない場合、機密設定値がコネクタログ
に表示されることがあります。Kafka Connect は、未定義の設定値を他のプレーンテキスト値と
同じ処理します。

プラグインがプロパティをシークレットとして定義している場合、Kafka Connect はコネクタログからプ
ロパティの値を消去します。たとえば、次のコネクタログは、プラグインが定義しているかどうかを示し
ています。aws.secret.keyとしてPASSWORDtype を指定すると、その値は[hidden]。

    2022-01-11T15:18:55.000+00:00    [Worker-05e6586a48b5f331b] [2022-01-11 15:18:55,150] 
 INFO SecretsManagerConfigProviderConfig values: 
    2022-01-11T15:18:55.000+00:00    [Worker-05e6586a48b5f331b] aws.access.key = 
 my_access_key 
    2022-01-11T15:18:55.000+00:00    [Worker-05e6586a48b5f331b] aws.region = us-east-1 
    2022-01-11T15:18:55.000+00:00    [Worker-05e6586a48b5f331b] aws.secret.key = [hidden]
    2022-01-11T15:18:55.000+00:00    [Worker-05e6586a48b5f331b] secret.prefix = 
    2022-01-11T15:18:55.000+00:00    [Worker-05e6586a48b5f331b] secret.ttl.ms = 300000 
    2022-01-11T15:18:55.000+00:00    [Worker-05e6586a48b5f331b] 
 (com.github.jcustenborder.kafka.config.aws.SecretsManagerConfigProviderConfig:361)

96

https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/create-bucket-overview.html
https://docs.aws.amazon.com/firehose/latest/dev/basic-create.html
https://docs.aws.amazon.com/firehose/latest/dev/basic-create.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/AWS-logs-and-resource-policy.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/AWS-logs-and-resource-policy.html


Amazon Managed Streaming for 
Apache Kafka デベロッパーガイド

モニタリング

コネクタログファイルにシークレットが表示されないようにするには、プラグイン開発者は Kafka 
Connect 列挙型定数を使用する必要があります。ConfigDef.Type.PASSWORDセンシティブなプロパ
ティを定義します。プロパティがタイプの場合ConfigDef.Type.PASSWORDでは、Kafka Connect は、
値がプレーンテキストとして送信される場合でも、コネクタログからその値を除外します。

MSK Connect のモニタリング
モニタリングは、MSK Connect およびその他の AWS ソリューションの信頼性、可用性、およびパフォー
マンスを維持するための重要な部分です。Amazon は、 CloudWatch AWSAWSのリソースおよびで実行し
ているアプリケーションをリアルタイムでモニタリングします。メトリクスの収集と追跡、カスタマイズ
したダッシュボードの作成、および指定したメトリクスが指定したしきい値に達したときに通知またはア
クションを実行するアラームの設定を行うことができます。例えば、CPU CloudWatch 使用率やその他の
メトリクスを追跡できるため、必要に応じて容量を増やすことができます。詳細については、「Amazon 
CloudWatch ユーザーガイド」を参照してください。

次の表は、MSK Connect CloudWatch ConnectorName がディメンションの下に送信するメトリクスを
示しています。MSK Connect は、これらのメトリクスをデフォルトで追加コストなしで提供します。 
CloudWatch これらのメトリクスは 15 か月間保持されるため、履歴情報にアクセスして、コネクタのパ
フォーマンスをより正確に把握できます。また、特定のしきい値をモニタリングするアラームを設定し、
これらのしきい値に達したときに通知を送信したりアクションを実行したりできます。詳細については、
「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」を参照してください。

MSK Connect メトリクス

メトリクス名 説明

BytesInPerSec コネクタが受信した合計バイト数。

BytesOutPerSec コネクタによって配信された合計バイト数。

CpuUtilization システムおよびユーザーによる CPU 消費のパーセ
ンテージ。

ErroredTaskCount エラーが発生したタスクの数。

MemoryUtilization 現在使用中の Java 仮想マシン (JVM) ヒープメモ
リだけでなく、ワーカーインスタンスの合計メモ
リの割合。JVM は通常、メモリーをオペレーティ
ング・システムに解放しません。そのため、JVM 
のヒープサイズ (MemoryUtilization) は通常、最小
ヒープサイズから始まり、徐々に増加して安定し
た最大値が約 80-90% になります。JVM のヒープ
使用量は、コネクタの実際のメモリ使用量の変化
に応じて増減する可能性があります。

RebalanceCompletedTotal このコネクタによって完了したリバランスの総
数。

RebalanceTimeAvg コネクタがリバランスに費やした平均時間 (ミリ秒
単位)。

RebalanceTimeMax コネクタがリバランスに費やした最大時間 (ミリ秒
単位)。

RebalanceTimeSinceLast このコネクタが最新のリバランスを完了してから
のミリ秒単位の時間。

RunningTaskCount コネクタで実行中のタスクの数。
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例

メトリクス名 説明

SinkRecordReadRate Apache Kafka または Amazon MSK クラスターか
ら読み取られた 1 秒あたりの平均レコード数。

SinkRecordSendRate 変換から出力され、宛先に送信される 1 秒あたり
の平均レコード数。この数には、フィルタリング
されたレコードは含まれていません。

SourceRecordPollRate 生成またはポーリングされた 1 秒あたりの平均レ
コード数。

SourceRecordWriteRate 変換から出力され、Apache Kafka または Amazon 
MSK クラスターに書き込まれる 1 秒あたりの平均
レコード数。

TaskStartupAttemptsTotal コネクタが試行したタスクの起動の総数。このメ
トリクスを使用して、タスクのスタートアップの
異常を識別できます。

TaskStartupSuccessPercentage 成功したタスクの平均パーセンテージは、コネク
タでスタートされます。このメトリクスを使用し
て、タスクのスタートアップ試行の異常を識別で
きます。

WorkerCount コネクタで実行されているワーカーの数。

例
このセクションには、一般的なサードパーティのコネクタや設定プロバイダーなどの Amazon MSK 
Connect リソースの設定に役立つ例が含まれています。

トピック
• Amazon S3 シンクコネクタ (p. 98)
• Debezium Debezium Debezium (p. 99)

Amazon S3 シンクコネクタ
この例は、Connect Amazon S3 で、MSK Connect で Amazon S3 でAmazon S3 のS3 S3 S3 S3 S3 のS3 
S3 S3 S3 S3 のS3 S3 S3 S3 S3AWS CLI

1. 次の JSON をコピーして、新しいファイルに貼り付けます。プレースホルダー文字列を、Amazon 
MSK クラスターのブートストラップサーバー接続文字列とクラスターのサブネットおよびセキュリ
ティグループ ID に対応する値に置き換えます。サービス実行ロールの設定方法については、「the 
section called “IAM ロールとポリシー” (p. 84)」を参照してください。

{ 
    "connectorConfiguration": { 
        "connector.class": "io.confluent.connect.s3.S3SinkConnector", 
        "s3.region": "us-east-1", 
        "format.class": "io.confluent.connect.s3.format.json.JsonFormat", 
        "flush.size": "1", 
        "schema.compatibility": "NONE", 
        "topics": "my-test-topic", 
        "tasks.max": "2", 
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Debezium ソースコネクタ

        "partitioner.class": 
 "io.confluent.connect.storage.partitioner.DefaultPartitioner", 
        "storage.class": "io.confluent.connect.s3.storage.S3Storage", 
        "s3.bucket.name": "my-test-bucket" 
    }, 
    "connectorName": "example-S3-sink-connector", 
    "kafkaCluster": { 
        "apacheKafkaCluster": { 
            "bootstrapServers": "<cluster-bootstrap-servers-string>", 
            "vpc": { 
                "subnets": [ 
                    "<cluster-subnet-1>", 
                    "<cluster-subnet-2>", 
                    "<cluster-subnet-3>" 
                ], 
                "securityGroups": ["<cluster-security-group-id>"] 
            } 
        } 
    }, 
    "capacity": { 
        "provisionedCapacity": { 
            "mcuCount": 2, 
            "workerCount": 4 
        } 
    }, 
    "kafkaConnectVersion": "2.7.1", 
    "serviceExecutionRoleArn": "<arn-of-a-role-that-msk-connect-can-assume>", 
    "plugins": [ 
        { 
            "customPlugin": { 
                "customPluginArn": "<arn-of-custom-plugin-that-contains-connector-
code>", 
                "revision": 1 
            } 
        } 
    ], 
    "kafkaClusterEncryptionInTransit": {"encryptionType": "PLAINTEXT"}, 
    "kafkaClusterClientAuthentication": {"authenticationType": "NONE"}
}

2. 前のステップで JSON ファイルを保存したフォルダで次の AWS CLI コマンドを実行します。

aws kafkaconnect create-connector --cli-input-json file://connector-info.json

以下は、コマンドを正常に実行したときに得られる出力の例です。

{ 
    "ConnectorArn": "arn:aws:kafkaconnect:us-east-1:123450006789:connector/example-S3-
sink-connector/abc12345-abcd-4444-a8b9-123456f513ed-2",  
    "ConnectorState": "CREATING",  
    "ConnectorName": "example-S3-sink-connector"
}

Debezium Debezium Debezium
この例は、MySQL 互換の Amazon Aurora データベースをソースとして Debezium MySQL を使用す
る方法を示しています。この例では、データベース認証情報を外部化するようにオープンソースの
AWSSecrets Manager Config Provider もセットアップしていますAWS Secrets Manager。設定プロバイ
ダーの詳細については、「」を参照してください構成プロバイダーを使用してシークレットを外部化す
る (p. 83)。
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Debezium ソースコネクタ

Important

Debezium MySQL コネクタプラグインは 1 つのタスクのみをサポートし、Amazon MSK Connect 
の自動スケーリングキャパシティモードでは動作しません。代わりにプロビジョニング済
みキャパシティモードを使用し、コネクタ構成で 1workerCount に設定する必要がありま
す。MSK Connect のキャパシティモードの詳細については、「」を参照してくださいコネクタ容
量 (p. 77)。

開始する前に
外部にあるサービスと通信するには、コネクタがインターネットにアクセスできる必要があります
Amazon Virtual Private Cloud。AWS Secrets Managerこのセクションの手順は、インターネットアクセス
を有効にするための以下のタスクを完了するのに役立ちます。

• NAT ゲートウェイをホストし、VPC のインターネットゲートウェイにトラフィックをルーティングする
パブリックサブネットを設定します。

• プライベートサブネットトラフィックを NAT ゲートウェイに転送するデフォルトルートを作成します。

詳細については、「Amazon MSK Connect のインターネットアクセスを有効にする (p. 92)」を参照し
てください。

前提条件

インターネットアクセスを有効にするには、以下のものが必要です。

• クラスターに関連付けられているAmazon Virtual Private Cloud (VPC) の ID。たとえば、vpc-123456ab 
と入力します。

• VPC 内のプライベートサブネットの ID。たとえば、サブネット-a1b2c3de、サブネット-f4g5h6ijなどで
す。コネクタはプライベートサブネットで構成する必要があります。

コネクタのインターネットアクセスを有効にするには

1. Amazon Virtual Private Cloud コンソール (https://console.aws.amazon.com/vpc/) を開きます。
2. NAT ゲートウェイのパブリックサブネットをわかりやすい名前で作成し、サブネット ID をメモしま

す。詳細な手順については、「VPC にサブネットを作成する」を参照してください。
3. VPC がインターネットと通信できるようにインターネットゲートウェイを作成し、ゲートウェイ ID 

をメモしておきます。インターネットゲートウェイを VPC にアタッチします。手順については、「イ
ンターネットゲートウェイの作成とアタッチ」を参照してください。

4. プライベートサブネットのホストがパブリックサブネットに到達できるように、パブリック NAT ゲー
トウェイをプロビジョニングします。NAT ゲートウェイを作成するときに、前に作成したパブリック
サブネットを選択します。手順については、「NAT ゲートウェイの作成」を参照してください。

5. ルートテーブルを設定します。この設定を完了するには、合計で 2 つのルートテーブルが必要で
す。VPC と同時に自動的に作成されたメインルートテーブルがすでにあるはずです。このステップで
は、パブリックサブネットに追加のルートテーブルを作成します。

a. 以下の設定を使用して VPC のメインルートテーブルを変更し、プライベートサブネットがト
ラフィックを NAT ゲートウェイにルーティングするようにします。手順については、Amazon 
Virtual Private Cloudユーザーガイドの「ルートテーブルの操作」を参照してください。

プライベート MSKC ルートテーブル

プロパティ 値

名前タグ このルートテーブルには、識別しやすいよ
うに、わかりやすい名前タグを付けること
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プロパティ 値
をお勧めします。たとえば、プライベート 
MSKC。

関連付けられたサブネット プライベートサブネット

MSK Connect のインターネットアクセスを有
効にするためのルート

• Destination: 0.0.0/0
• ターゲット:あなたの NAT ゲートウェイ 

ID。たとえば、nat-12a345bc6789efg1h と
入力します。

内部トラフィック用のローカルルート • Destination: 10.0.0.0/16。この値は VPC の 
CIDR ブロックによって異なる場合がありま
す。

• ターゲット:ローカル

b. 「カスタムルートテーブルの作成」の指示に従って、パブリックサブネットのルートテーブルを
作成します。テーブルを作成するときは、テーブルがどのサブネットに関連付けられているか
を識別しやすいように、名前タグフィールドにわかりやすい名前を入力します。たとえば、パブ
リック MSKC。

c. 次の設定を使用してパブリック MSKC ルートテーブルを設定します。

プロパティ 値

名前タグ 公開 MSKC またはユーザーが選択した別のわ
かりやすい名前

関連付けられたサブネット NAT ゲートウェイを備えたパブリックサブ
ネット

MSK Connect のインターネットアクセスを有
効にするためのルート

• Destination: 0.0.0/0
• 対象:インターネットゲートウェイ ID。たと

えば、igw-1a234bc5 と入力します。

内部トラフィック用のローカルルート • Destination: 10.0.0.0/16。この値は VPC の 
CIDR ブロックによって異なる場合がありま
す。

• ターゲット:ローカル

Amazon MSK Connect のインターネットアクセスを有効にしたので、コネクタを作成する準備が整いまし
た。

Debezium Debezium (Debezium)
1. カスタムプラグインの作成

a. Debezium サイトから最新の安定版リリース用の MySQL コネクタプラグインをダウンロードし
ます。ダウンロードした Debezium リリースバージョン (バージョン 2.x または古いシリーズ 1.x) 
をメモしておきます。この手順の後半で、お使いの Debezium バージョンに基づいてコネクタを
作成します。

b. AWSSecrets Manager Config プロバイダーをダウンロードして解凍します。
c. 次のアーカイブを同じディレクトリに配置します。

• debezium-connector-mysqlフォルダー
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• jcusten-border-kafka-config-provider-aws-0.1.1フォルダー
d. 前のステップで作成したディレクトリを ZIP ファイルに圧縮し、ZIP ファイルを S3 バケットに

アップロードします。手順については、Amazon S3 ユーザーガイドの「オブジェクトのアップ
ロード」を参照してください。

e. 次の JSON をコピーして、ファイルに貼り付けます。例えば、debezium-source-custom-
plugin.json。<example-custom-plugin-name > をプラグインに使用する名前に置き換え
ます。<arn-of-your-s 3-bucket> を ZIP ファイルをアップロードした S3 バケットの ARN 
と<file-key-of-ZIP-object> S3 にアップロードした S3 バケットの ARN に置き換えま
す。

{ 
    "name": "<example-custom-plugin-name>", 
    "contentType": "ZIP", 
    "location": { 
        "s3Location": { 
            "bucketArn": "<arn-of-your-s3-bucket>", 
            "fileKey": "<file-key-of-ZIP-object>" 
        } 
    }
}

f. JSON ファイルを保存したフォルダから次のAWS CLIコマンドを実行して、プラグインを作成し
ます。

aws kafkaconnect create-custom-plugin --cli-input-json file://<debezium-source-
custom-plugin.json>

次の例のような出力が表示されます。

{ 
    "CustomPluginArn": "arn:aws:kafkaconnect:us-east-1:012345678901:custom-plugin/
example-custom-plugin-name/abcd1234-a0b0-1234-c1-12345678abcd-1", 
    "CustomPluginState": "CREATING", 
    "Name": "example-custom-plugin-name", 
    "Revision": 1
}

g. 次のコマンドを実行して、プラグインの状態を確認します。CREATING状態をからに変更する必
要がありますACTIVE。ARN プレースホルダーを、前のコマンドの出力で取得した ARN に置き
換えます。

aws kafkaconnect describe-custom-plugin --custom-plugin-arn "<arn-of-your-custom-
plugin>"

2. AWS Secrets Managerデータベース認証情報のシークレットの設定と作成

a. Secrets Manager のコンソール (https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/) を開きます。
b. データベースのサインイン認証情報を保存する新しいシークレットを作成します。手順について

は、AWS Secrets Managerユーザーガイドの「シークレットの作成」を参照してください。
c. シークレットの ARN をコピーします。
d. 次のサンプルポリシーのSecrets Manager 権限をに追加しますサー

ビス実行のロール (p. 84)。<arn:::::::: 12345678900: 
aws:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::MySecret

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
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    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "secretsmanager:GetResourcePolicy", 
        "secretsmanager:GetSecretValue", 
        "secretsmanager:DescribeSecret", 
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "<arn:aws:secretsmanager:us-east-1:123456789000:secret:MySecret-1234>" 
      ] 
    } 
  ]
}

IAM 権限を追加する方法については、IAM ユーザーガイドの「IAM ID 権限の追加と削除」を参照
してください。

3. 設定プロバイダーに関する情報を含むカスタムワーカー設定を作成する

a. 次のワーカー設定プロパティをファイルにコピーし、プレースホルダー文字列をシナリオに対応
する値に置き換えます。AWSSecrets Manager 構成プロバイダーのConfig プロパティの詳細につ
いては、SecretsManagerConfigProviderプラグインのドキュメントを参照してください。

key.converter=<org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter>
value.converter=<org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter>
config.providers.secretManager.class=com.github.jcustenborder.kafka.config.aws.SecretsManagerConfigProvider
config.providers=secretManager
config.providers.secretManager.param.aws.region=<us-east-1>

b. AWS CLI次のコマンドを実行して、カスタムワーカー設定を作成します。

以下の値を置き換えます。

• <my-worker-config-name >-カスタムワーカー設定のわかりやすい名前
• <encoded-properties-file-content-string>-前のステップでコピーした、base64 

コードのプレーンテキストプロパティです。

aws kafkaconnect create-worker-configuration --name <my-worker-config-name> --
properties-file-content <encoded-properties-file-content-string>

4. コネクタの作成

a. Debezium (2.x) に対応する次の JSON をコピーして、新しいファイルに貼り付けま
す。<placeholder>文字列をシナリオに対応する値に置き換えます。サービス実行ロールの設
定方法については、「the section called “IAM ロールとポリシー” (p. 84)」を参照してくださ
い。

設定では、${secretManager:MySecret-1234:dbusername}プレーンテキストの代
わりに、などの変数を使用してデータベースの認証情報を指定することに注意してくださ
い。MySecret-1234を自分のシークレットの名前に置き換え、次に取得したいキーの名前を含
めてください。また、カスタムワーカー設定の ARN<arn-of-config-provider-worker-
configuration> に置き換える必要があります。

Debezium 2.x

Debezium 2.x では、次の JSON をコピーして、新しいファイルに貼り付けま
す。<placeholder>文字列をシナリオに対応する値に置き換えます。
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{ 
 "connectorConfiguration": { 
  "connector.class": "io.debezium.connector.mysql.MySqlConnector", 
  "tasks.max": "1", 
  "database.hostname": "<aurora-database-writer-instance-endpoint>", 
  "database.port": "3306", 
  "database.user": "<${secretManager:MySecret-1234:dbusername}>", 
  "database.password": "<${secretManager:MySecret-1234:dbpassword}>", 
  "database.server.id": "123456", 
  "database.include.list": "<list-of-databases-hosted-by-specified-server>", 
  "topic.prefix": "<logical-name-of-database-server>", 
  "schema.history.internal.kafka.topic": "<kafka-topic-used-by-debezium-to-
track-schema-changes>", 
  "schema.history.internal.kafka.bootstrap.servers": "<cluster-bootstrap-
servers-string>", 
  "schema.history.internal.consumer.security.protocol": "SASL_SSL", 
  "schema.history.internal.consumer.sasl.mechanism": "AWS_MSK_IAM", 
  "schema.history.internal.consumer.sasl.jaas.config": 
 "software.amazon.msk.auth.iam.IAMLoginModule required;", 
  "schema.history.internal.consumer.sasl.client.callback.handler.class": 
 "software.amazon.msk.auth.iam.IAMClientCallbackHandler", 
  "schema.history.internal.producer.security.protocol": "SASL_SSL", 
  "schema.history.internal.producer.sasl.mechanism": "AWS_MSK_IAM", 
  "schema.history.internal.producer.sasl.jaas.config": 
 "software.amazon.msk.auth.iam.IAMLoginModule required;", 
  "schema.history.internal.producer.sasl.client.callback.handler.class": 
 "software.amazon.msk.auth.iam.IAMClientCallbackHandler", 
  "include.schema.changes": "true" 
 }, 
 "connectorName": "example-Debezium-source-connector", 
 "kafkaCluster": { 
  "apacheKafkaCluster": { 
   "bootstrapServers": "<cluster-bootstrap-servers-string>", 
   "vpc": { 
    "subnets": [ 
     "<cluster-subnet-1>", 
     "<cluster-subnet-2>", 
     "<cluster-subnet-3>" 
    ], 
    "securityGroups": ["<id-of-cluster-security-group>"] 
   } 
  } 
 }, 
 "capacity": { 
  "provisionedCapacity": { 
   "mcuCount": 2, 
   "workerCount": 1 
  } 
 }, 
 "kafkaConnectVersion": "2.7.1", 
 "serviceExecutionRoleArn": "<arn-of-service-execution-role-that-msk-connect-
can-assume>", 
 "plugins": [{ 
  "customPlugin": { 
   "customPluginArn": "<arn-of-msk-connect-plugin-that-contains-connector-
code>", 
   "revision": 1 
  } 
 }], 
 "kafkaClusterEncryptionInTransit": { 
  "encryptionType": "TLS" 
 }, 
 "kafkaClusterClientAuthentication": { 
  "authenticationType": "IAM" 
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 }, 
 "workerConfiguration": { 
  "workerConfigurationArn": "<arn-of-config-provider-worker-configuration>", 
  "revision": 1 
 }
}

Debezium 1.x

Debezium 1.x では、次の JSON をコピーして、新しいファイルに貼り付けま
す。<placeholder>文字列をシナリオに対応する値に置き換えます。

{ 
 "connectorConfiguration": { 
  "connector.class": "io.debezium.connector.mysql.MySqlConnector", 
  "tasks.max": "1", 
  "database.hostname": "<aurora-database-writer-instance-endpoint>", 
  "database.port": "3306", 
  "database.user": "<${secretManager:MySecret-1234:dbusername}>", 
  "database.password": "<${secretManager:MySecret-1234:dbpassword}>", 
  "database.server.id": "123456", 
  "database.server.name": "<logical-name-of-database-server>", 
  "database.include.list": "<list-of-databases-hosted-by-specified-server>", 
  "database.history.kafka.topic": "<kafka-topic-used-by-debezium-to-track-
schema-changes>", 
  "database.history.kafka.bootstrap.servers": "<cluster-bootstrap-servers-
string>", 
  "database.history.consumer.security.protocol": "SASL_SSL", 
  "database.history.consumer.sasl.mechanism": "AWS_MSK_IAM", 
  "database.history.consumer.sasl.jaas.config": 
 "software.amazon.msk.auth.iam.IAMLoginModule required;", 
  "database.history.consumer.sasl.client.callback.handler.class": 
 "software.amazon.msk.auth.iam.IAMClientCallbackHandler", 
  "database.history.producer.security.protocol": "SASL_SSL", 
  "database.history.producer.sasl.mechanism": "AWS_MSK_IAM", 
  "database.history.producer.sasl.jaas.config": 
 "software.amazon.msk.auth.iam.IAMLoginModule required;", 
  "database.history.producer.sasl.client.callback.handler.class": 
 "software.amazon.msk.auth.iam.IAMClientCallbackHandler", 
  "include.schema.changes": "true" 
 }, 
 "connectorName": "example-Debezium-source-connector", 
 "kafkaCluster": { 
  "apacheKafkaCluster": { 
   "bootstrapServers": "<cluster-bootstrap-servers-string>", 
   "vpc": { 
    "subnets": [ 
     "<cluster-subnet-1>", 
     "<cluster-subnet-2>", 
     "<cluster-subnet-3>" 
    ], 
    "securityGroups": ["<id-of-cluster-security-group>"] 
   } 
  } 
 }, 
 "capacity": { 
  "provisionedCapacity": { 
   "mcuCount": 2, 
   "workerCount": 1 
  } 
 }, 
 "kafkaConnectVersion": "2.7.1", 
 "serviceExecutionRoleArn": "<arn-of-service-execution-role-that-msk-connect-
can-assume>", 
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 "plugins": [{ 
  "customPlugin": { 
   "customPluginArn": "<arn-of-msk-connect-plugin-that-contains-connector-
code>", 
   "revision": 1 
  } 
 }], 
 "kafkaClusterEncryptionInTransit": { 
  "encryptionType": "TLS" 
 }, 
 "kafkaClusterClientAuthentication": { 
  "authenticationType": "IAM" 
 }, 
 "workerConfiguration": { 
  "workerConfigurationArn": "<arn-of-config-provider-worker-configuration>", 
  "revision": 1 
 }
}

b. 前のステップで JSON ファイルを保存したフォルダで次の AWS CLI コマンドを実行します。

aws kafkaconnect create-connector --cli-input-json file://connector-info.json

以下は、コマンドを正常に実行したときに得られる出力の例です。

{ 
    "ConnectorArn": "arn:aws:kafkaconnect:us-east-1:123450006789:connector/example-
Debezium-source-connector/abc12345-abcd-4444-a8b9-123456f513ed-2",  
    "ConnectorState": "CREATING",  
    "ConnectorName": "example-Debezium-source-connector"
}

詳細なステップを含む Debezium Debezium Connect の紹介 — マネージドコネクタを使用した Apache 
Kafka クラスターとの間のデータのストリーミングを参照してください。

ベストプラクティス
このセクションは、Amazon MSK Connect を使用してパフォーマンスを最大にするための推奨事項をすば
やく検索できるリファレンスとしてご使用ください。

コネクタからの接続
以下のベストプラクティスにより、Amazon MSK Connect への接続のパフォーマンスを向上させることが
できます。

Amazon VPC ピアリングまたはTransit Gateway の IP を重複さ
せないでください
Amazon MSK Connect で Amazon VPC ピアリングまたはTransit Gateway を使用している場合は、CIDR 
範囲内の IP を持つピアリングされた VPC リソースに到達するようにコネクタを設定しないでください。

• 「10.99.0.0/16"
• 「192.168.0.0/16"
• 「172.21.0.0/16」
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次の表に、クラスターの可能な状態と、その意味を示します。また、クラスタがこれらのいずれかの状態
にあるときに実行できるアクションと実行できないアクションについても説明します。クラスターの状態
を調べるには、AWS Management Console。また、 を使用することもできますdescribe-cluster-v2コマン
ドまたはDescribeClusterV2オペレーションでクラスタを記述します。クラスターの説明には、その状態が
含まれます。

クラスターの状態 意味と可能な行動

ACTIVE データの生成と消費を行うことができま
す。Amazon MSK API を実行することもできま
す。AWS CLIクラスターでの操作。

[CREATING] (作成中) Amazon MSK がクラスターをセットアップしてい
ます。クラスターが ACTIVE 状態になるのを待っ
てから、データを生成または消費したり、Amazon 
MSK API を実行したりするには、クラスターが 
ACTIVE 状態になるのを待たなければなりませ
ん。AWS CLIそれに対する操作。

[DELETING] (削除中) クラスターを削除しています。これを使用して
データを生成または消費することはできません。
また、Amazon MSK API を実行したり、AWS CLI
それに対する操作。

FAILED クラスタの作成または削除プロセスが失敗しまし
た。クラスターを使用してデータを生成または消
費することはできません。クラスターを削除する
ことはできますが、Amazon MSK API を実行する
ことはできません。AWS CLIその操作を更新しま
す。

癒し Amazon MSK は、異常なブローカーを交換する
など、内部オペレーションを実行しています。た
とえば、ブローカーが応答しない可能性がありま
す。クラスターを使用してデータを生成して消費
することもできます。ただし、Amazon MSK API 
を実行することはできません。AWS CLIACTIVE 
状態に戻るまで、クラスターのオペレーションを
更新します。

メンテナンス Amazon MSK は、クラスターで定期的なメン
テナンスオペレーションを実行しています。こ
のようなメンテナンス操作には、セキュリティ
パッチ適用が含まれます。クラスターを使用して
データを生成して消費することもできます。ただ
し、Amazon MSK API を実行することはできま
せん。AWS CLIACTIVE 状態に戻るまで、クラス
ターのオペレーションを更新します。

BOOTING_BROKER Amazon MSK はブローカーを再起動しています。
クラスターを使用してデータを生成して消費する
こともできます。ただし、Amazon MSK API を実
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クラスターの状態 意味と可能な行動
行することはできません。AWS CLIACTIVE 状態
に戻るまで、クラスターのオペレーションを更新
します。

UPDATING (更新) ユーザー起動の Amazon MSK API またはAWS CLI
オペレーションはクラスタを更新しています。ク
ラスターを使用してデータを生成して消費するこ
ともできます。ただし、追加の Amazon MSK API 
を実行したり、AWS CLIACTIVE 状態に戻るま
で、クラスターのオペレーションを更新します。
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Amazon Managed Streaming for 
Apache Kafka のセキュリティ

AWS では、クラウドのセキュリティが最優先事項です。AWS の顧客は、セキュリティを最も重視する
組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャから利点を得られま
す。

セキュリティは、AWS とお客様の間の責任共有です。責任共有モデルでは、これをクラウドのセキュリ
ティおよびクラウド内のセキュリティと説明しています。

• クラウドのセキュリティ - AWS は、AWS クラウドで AWS のサービスを実行するインフラストラク
チャを保護する責任を負います。また、AWS は、使用するサービスを安全に提供します。AWS コンプ
ライアンスプログラムの一環として、サードパーティーの監査が定期的にセキュリティの有効性をテス
トおよび検証しています。Amazon Managed Streaming for Apache Kafka に適用されるコンプライアン
ス プログラムについては、コンプライアンスプログラムによる対象範囲内の Amazon Web Servicesを
参照してください。

• クラウド内のセキュリティ – お客様の責任は使用する AWS のサービスによって決まります。また、お
客様は、お客様のデータの機密性、企業の要件、および適用可能な法律および規制などの他の要因につ
いても責任を担います。

このドキュメントは、Amazon MSK を使用するときに責任共有モデルを適用する方法を理解するのに役
立ちます。次のトピックでは、セキュリティとコンプライアンスの目標を達成するために Amazon MSK 
を設定する方法を示します。また、Amazon MSK リソースのモニタリングと保護に役立つ他の Amazon 
Web Services の使用方法についても学びます。

トピック
• Amazon Managed Streaming for Apache Kafka におけるデータ保護 (p. 109)
• Amazon MSK API の認証と認可 (p. 113)
• Apache Kafka API の認証と認可 (p. 126)
• Amazon MSK クラスターのセキュリティグループの変更 (p. 143)
• Apache へのアクセスの制御 ZooKeeper (p. 143)
• ログ記録 (p. 145)
• Amazon Managed Streaming for Apache Kafka のコンプライアンス検証 (p. 150)
• Amazon Managed Streaming for Apache Kafka の復元力 (p. 151)
• Amazon Managed Streaming for Apache Kafka のインフラストラクチャセキュリティ (p. 151)

Amazon Managed Streaming for Apache Kafka に
おけるデータ保護

AWS責任共有モデルは、Amazon Managed Streaming for Apache Kafka のデータ保護に適用されます。こ
のモデルで説明されているように、AWS は、AWS クラウド のすべてを実行するグローバルインフラスト
ラクチャを保護する責任を負います。顧客は、このインフラストラクチャでホストされているコンテンツ
に対する管理を維持する責任があります。このコンテンツには、使用される AWS のサービス のセキュリ
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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。
• SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 が必要です。TLS 1.3 をお勧めします。
• AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
• AWS のサービス 内でデフォルトである、すべてのセキュリティ管理に加え、AWS の暗号化ソリュー

ションを使用します。
• Amazon Macie などの高度なマネージドセキュリティサービスを使用します。これらは、Amazon S3 に

保存されている機密データの検出と保護を支援します。
• コマンドラインインターフェイスまたは API を使用して AWS にアクセスするときに FIPS 140−2 検証

済みの暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。利用可能な FIPS エンド
ポイントの詳細については、連邦情報処理規格 (FIPS) 140-2を参照してください。

顧客の E メールアドレスなどの機密情報は、タグや Name フィールドなどの自由形式のテキストフィール
ドに格納しないことを強くお勧めします。これには、コンソール、API、またはAWS SDKAWS のサービ
ス を使用して Amazon MSK またはその他ので作業する場合が含まれます。AWS CLI名前に使用する自由
記述のテキストフィールドやタグに入力したデータは、課金や診断ログに使用される場合があります。外
部サーバーへ URL を供給する場合は、そのサーバーへのリクエストを検証するために、認証情報を URL 
に含めないことを強くお勧めします。

トピック
• Amazon MSK の暗号化 (p. 110)
• 暗号化の開始方法 (p. 111)

Amazon MSK の暗号化
Amazon MSK には、厳格なデータ管理要件を満たすために使用できるデータ暗号化オプションが用意され
ています。Amazon MSK が暗号化に使用する証明書は、13 か月ごとに更新する必要があります。Amazon 
MSK は、すべてのクラスターに対してこれらの証明書を自動的に更新します。証明書の更新オペレーショ
ンを開始すると、クラスターの状態が MAINTENANCE に設定されます。更新が完了すると、この状態は再
び ACTIVE に設定されます。クラスターが MAINTENANCE 状態の間は、引き続きデータを生成して使用で
きますが、更新オペレーションは実行できません。

保管中の暗号化
Amazon MSK はAWS Key Management Service (KMS) と統合して、透過的なサーバー側暗号化を提供し
ます。Amazon MSK は、保管中のデータを常に暗号化します。MSK クラスターを作成するときは、AWS 
KMS key保管中のデータの暗号化に Amazon MSK が使用するを指定できます。KMS キーを指定しない場
合、Amazon MSK は自動的に Amazon MSK キーを作成しAWS マネージドキー、ユーザーに代わってそれ
を使用します。KMS キーの詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の
「AWS KMS keys」を参照してください。

転送中の暗号化
Amazon MSKは TLS 1.2 を使用します。デフォルトでは、MSK クラスターのブローカー間で転送中のデー
タを暗号化します。このデフォルトは、クラスターの作成時に上書きできます。
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クライアントとブローカー間の通信では、次の 3 つの設定のいずれかを指定する必要があります。

• TLS 暗号化データのみを許可します。これはデフォルトの設定です。
• プレーンテキストと TLS 暗号化データの両方を許可します。
• プレーンテキストのデータのみを許可します。

Amazon MSK ブローカーは、公開 AWS Certificate Manager 証明書を使用します。したがって、Amazon 
Trust Services を信頼するトラストストアは、Amazon MSK ブローカーの証明書も信頼します。

転送中の暗号化を有効にすることを強くお勧めしますが、CPU オーバーヘッドが増加し、数ミリ秒のレ
イテンシーが発生する可能性があります。ただし、ほとんどのユースケースはこれらの違いに敏感ではな
く、影響の大きさは、クラスター、クライアント、および使用プロファイルの構成によって異なります。

暗号化の開始方法
MSK クラスターを作成するときに、JSON 形式で暗号化設定を指定できます。次に例を示します。

{ 
   "EncryptionAtRest": { 
       "DataVolumeKMSKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/abcdabcd-1234-
abcd-1234-abcd123e8e8e" 
    }, 
   "EncryptionInTransit": { 
        "InCluster": true, 
        "ClientBroker": "TLS" 
    }
}

にはDataVolumeKMSKeyId、AWS マネージドキーカスタマー管理キーまたはアカウントの MSK 
(alias/aws/kafka) を指定できます。指定しない場合でもEncryptionAtRest、Amazon MSK は保管
中のデータを暗号化しますAWS マネージドキー。クラスターが使用しているキーを確認するには、GETリ
クエストを送信するか、DescribeCluster API オペレーションを呼び出します。

EncryptionInTransit の場合、InCluster のデフォルト値は true ですが、Amazon MSK がブロー
カー間を通過するときにデータを暗号化しないようにする場合は、false に設定できます。

クライアントとブローカー間で転送されるデータの暗号化モードを指定するには、ClientBroker を
TLS、TLS_PLAINTEXT、または PLAINTEXT のいずれかに設定します。

クラスターの作成時に暗号化設定を指定するには

1. 前述の例の内容をファイルに保存し、任意の名前を付けます。たとえば、encryption-
settings.json と呼びます。

2. create-cluster コマンドを実行し、encryption-info オプションを使用して、設定 JSON ファ
イルを保存したファイルを指定します。次に例を示します。{#### MSK #####} を Apache Kafka 
クライアントのバージョンと一致するバージョンに置き換えてください。MSK クラスターバージョン
の確認方法については、を参照してくださいTo find the version of your MSK cluster。ご使用の MSK 
クラスターバージョンと異なる Apache Kafka クライアントバージョンを使用すると、Apache Kafka 
データの破損、損失、ダウンタイムが発生する可能性があることに注意してください。

aws kafka create-cluster --cluster-name "ExampleClusterName" --broker-node-group-info 
 file://brokernodegroupinfo.json --encryption-info file://encryptioninfo.json --kafka-
version "{YOUR MSK VERSION}" --number-of-broker-nodes 3

次に、このコマンドを実行した後の正常な応答の例を示します。
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{ 
    "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/SecondTLSTest/
abcdabcd-1234-abcd-1234-abcd123e8e8e", 
    "ClusterName": "ExampleClusterName", 
    "State": "CREATING"
}

TLS 暗号化をテストするには

1. the section called “ステップ 3: クライアントマシンを作成する” (p. 7) のガイダンスに従って、クライ
アントマシンを作成します。

2. クライアントマシンに Apache Kafka をインストールします。
3. AWS CLI がインストールされているマシンで次のコマンドを実行します。その際、clusterARN を

クラスターの ARN（前の手順の例のように ClientBroker を TLS に設定して作成したクラスター）
に置き換えます。

aws kafka describe-cluster --cluster-arn clusterARN

次のステップで必要になるため、結果で ZookeeperConnectString の値を探して保存します。
4. クライアントマシンで次のコマンドを実行してトピックを作成しま

す。ZookeeperConnectString前のステップで取得した値に置き換えま
す。ZookeeperConnectString

<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-topics.sh --create --
zookeeper ZookeeperConnectString --replication-factor 3 --partitions 1 --topic 
 TLSTestTopic

5. この例では、JVM トラストストアを使用して MSK クラスターと通信します。これを行うには、まず
クライアントマシンに /tmp という名前のフォルダを作成します。次に、Apache Kafka インストール
の bin フォルダに移動し、次のコマンドを実行します。（JVM パスは異なる場合があります）。

cp /usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-1.8.0.201.b09-0.amzn2.x86_64/jre/lib/security/
cacerts /tmp/kafka.client.truststore.jks

6. クライアントマシン上の Apache Kafka インストールの bin フォルダに、次の内容の
client.properties というテキストファイルを作成します。

security.protocol=SSL
ssl.truststore.location=/tmp/kafka.client.truststore.jks

7. AWS CLI がインストールされているマシンで次のコマンドを実行します。その際、clusterARN を
クラスターの ARN に置き換えます。

aws kafka get-bootstrap-brokers --cluster-arn clusterARN

正常に実行された場合の結果は次のようになります。次のステップで必要になるため、この結果を保
存します。

{ 
    "BootstrapBrokerStringTls": "a-1.example.g7oein.c2.kafka.us-
east-1.amazonaws.com:0123,a-3.example.g7oein.c2.kafka.us-
east-1.amazonaws.com:0123,a-2.example.g7oein.c2.kafka.us-east-1.amazonaws.com:0123"
}
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8. クライアントマシンにコンソールプロデューサーを作成するには、次のコマンドを実行しま
す。BootstrapBrokerStringTls前のステップで取得した値に置き換えます。このプロデューサー
コマンドは実行したままにします。

<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-console-producer.sh --broker-
list BootstrapBrokerStringTls --producer.config client.properties --topic TLSTestTopic

9. 新しいコマンドウィンドウを開き、同じクライアントマシンに接続します。次に、次のコマンドを実
行してコンソールコンシューマーを作成します。

<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-console-consumer.sh --bootstrap-
server BootstrapBrokerStringTls --consumer.config client.properties --topic 
 TLSTestTopic

10. プロデューサーウィンドウで、テキストメッセージに続けてリターンを入力し、コンシューマーウィ
ンドウで同じメッセージを探します。Amazon MSK は送信中にこのメッセージを暗号化しました。

暗号化されたデータを操作するように Apache Kafka クライアントを設定する方法の詳細については、
「Kafka クライアントの設定」を参照してください。

Amazon MSK API の認証と認可
AWS Identity and Access Management (IAM) は、管理者が AWS リソースへのアクセスを安全に制御する
ために役立つ AWS のサービス です。IAM 管理者は、Amazon MSK リソースを使用するための認証 (サイ
ンイン) および承認 (許可を持つ) できるユーザーを制御します。IAM は、追加費用なしで使用できる AWS 
のサービス です。

このページでは、IAM を使用して、クラスターで Amazon MSKオペレーションを実行できるユーザーを制
御する方法について説明します。クラスターで Apache Kafka オペレーションを実行できるユーザーを制
御する方法については、「the section called “Apache Kafka API の認証と認可” (p. 126)」を参照してくだ
さい。

トピック
• Amazon MSK が IAM とどのように連携するか (p. 113)
• Amazon MSK のアイデンティティベースポリシーの例 (p. 117)
• Amazon MSK でのサービスにリンクされたロールの使用 (p. 119)
• Amazon MSK の AWS 管理ポリシー (p. 122)
• Amazon MSK のアイデンティティとアクセスのトラブルシューティング (p. 125)

Amazon MSK が IAM とどのように連携するか
IAM を使用して Amazon MSK へのアクセスを管理する前に、Amazon MSK で使用できる IAM の機能を理
解する必要があります。Amazon MSK およびその他の AWS サービスが IAM と連携する方法の概要を理解
するには、「IAM ユーザーガイド」のIAM と連携するAWS サービスを参照してください。

トピック
• Amazon MSK のアイデンティティベースポリシー (p. 114)
• Amazon MSK リソースベースのポリシー (p. 116)
• AWS マネージドポリシー (p. 116)
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• Amazon MSK タグに基づいた認可 (p. 116)
• Amazon MSK IAM ロール (p. 116)

Amazon MSK のアイデンティティベースポリシー
IAM アイデンティティベースポリシーでは、許可または拒否するアクションとリソース、またアクション
を許可または拒否する条件を指定できます。Amazon MSK は、特定のアクション、リソース、および条件
キーをサポートします。JSON ポリシーで使用するすべての要素については、「IAM ユーザーガイド」の
「IAM JSON ポリシーの要素のリファレンス」を参照してください。

アクション

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どの プ
リンシパル がどの リソース に対してどのような 条件 下で アクション を実行できるかということです。

JSON ポリシーの Action 要素には、ポリシー内のアクセスを許可または拒否するために使用できるアク
ションが記述されます。ポリシーアクションの名前は通常、関連する AWS API オペレーションと同じで
す。一致する API オペレーションのない許可のみのアクションなど、いくつかの例外があります。また、
ポリシーに複数のアクションが必要なオペレーションもあります。これらの追加アクションは、依存アク
ションと呼ばれます。

このアクションは、関連付けられたオペレーションを実行するための許可を付与するポリシーで使用され
ます。

Amazon MSK のポリシーアクションは、アクションの前に次のプレフィックスを使用します : kafka:。
例えば、Amazon MSK DescribeCluster API オペレーションを使用して MSK クラスターを記述する
許可を誰かに付与するには、ポリシーに kafka:DescribeCluster アクションを含めます。ポリシース
テートメントには、Action または NotAction 要素を含める必要があります。Amazon MSK は、この
サービスで実行できるタスクを記述する独自の一連のアクションを定義します。

1 つのステートメントで複数のアクションを指定するには、次のようにコンマで区切ります。

"Action": ["kafka:action1", "kafka:action2"]

ワイルドカード (*) を使用して複数のアクションを指定することができます。例えば、Describe という
単語で始まるすべてのアクションを指定するには、次のアクションを含めます。

"Action": "kafka:Describe*"

Amazon MSK アクションのリストを表示するには、「IAM ユーザーガイド」の「Amazon Managed 
Streaming for Apache Kafka のアクション、リソース、および条件キー」を参照してください。

リソース

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプ
リンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

Resource JSON ポリシー要素は、オブジェクトあるいはアクションが適用されるオブジェクトを指定し
ます。ステートメントには、Resource または NotResource 要素を含める必要があります。ベストプラ
クティスとして、Amazon リソースネーム (ARN) を使用してリソースを指定します。これは、リソースレ
ベルの許可と呼ばれる特定のリソースタイプをサポートするアクションに対して実行できます。

オペレーションのリスト化など、リソースレベルの許可をサポートしないアクションの場合は、ワイルド
カード (*) を使用して、ステートメントがすべてのリソースに適用されることを示します。
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"Resource": "*"

Amazon MSK インスタンスリソースには次の ARN があります。

arn:${Partition}:kafka:${Region}:${Account}:cluster/${ClusterName}/${UUID}

ARN の形式の詳細については、「Amazon リソースネーム (ARN) と AWS サービスの名前空間」を参照し
てください。

例えば、ステートメントで CustomerMessages インスタンスを指定するには、次の ARN を使用しま
す。

"Resource": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/CustomerMessages/abcd1234-abcd-
dcba-4321-a1b2abcd9f9f-2"

特定のアカウントに属するすべてのインスタンスを指定するには、ワイルドカード (*) を使用します。

"Resource": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/*"

リソースを作成するためのアクションなど、一部の Amazon MSK アクションは、特定のリソースで実行
できません。このような場合は、ワイルドカード (*) を使用する必要があります。

"Resource": "*"

複数のリソースを単一のステートメントで指定するには、ARN をカンマで区切ります。

"Resource": ["resource1", "resource2"]

Amazon MSK リソースタイプとその ARN のリストを表示するには、「IAM ユーザーガイド」の
「Amazon Managed Streaming for Apache Kafka によって定義されたリソース」を参照してください。各
リソースの ARN を指定できるアクションについては、「Amazon Managed Streaming for Apache Kafka 
によって定義されるアクション」を参照してください。

条件キー
管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプ
リンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

Condition 要素 (または Condition ブロック) を使用すると、ステートメントが有効な条件を指定でき
ます。Condition 要素はオプションです。イコールや未満などの条件演算子を使用して条件式を作成す
ることで、ポリシーの条件とリクエスト内の値を一致させることができます。

1 つのステートメントに複数の Condition 要素を指定する場合、または 1 つの Condition 要素に複数
のキーを指定する場合、AWS では AND 論理演算子を使用してそれらを評価します。単一の条件キーに複
数の値を指定する場合、AWS では OR 論理演算子を使用して条件を評価します。ステートメントの許可が
付与される前にすべての条件が満たされる必要があります。

条件を指定する際にプレースホルダー変数も使用できます。例えば IAM ユーザーに、IAM ユーザー名が
タグ付けされている場合のみリソースにアクセスできる許可を付与することができます。詳細について
は、IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシーの要素: 変数およびタグ」を参照してください。

AWS はグローバル条件キーとサービス固有の条件キーをサポートしています。すべての AWS グローバル
条件キーを確認するには、「IAM ユーザーガイド」の「AWS グローバル条件コンテキストキー」を参照し
てください。
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Amazon MSK が IAM とどのように連携するか

Amazon MSK は、独自の条件キーのセットを定義し、いくつかのグローバル条件キーの使用もサポートし
ています。すべての AWS グローバル条件キーを確認するには、IAM ユーザーガイドのAWS グローバル条
件コンテキストキーを参照してください。

Amazon MSK 条件キーのリストを表示するには、IAM ユーザーガイドのAmazon Managed Streaming for 
Apache Kafka の条件キーを参照してください。条件キーを使用できるアクションとリソースについて
は、Amazon Managed Streaming for Apache Kafka によって定義されたアクションを参照してください。

例

Amazon MSK アイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、Amazon MSK のアイデンティ
ティベースポリシーの例 (p. 117) を参照してください。

Amazon MSK リソースベースのポリシー
Amazon MSK は、リソースベースのポリシーをサポートしていません。

AWS マネージドポリシー

Amazon MSK タグに基づいた認可
Amazon MSK クラスターにタグを添付することができます。タグに基づいてアクセスを管理するに
は、kafka:ResourceTag/key-name、aws:RequestTag/key-name、または aws:TagKeys の条件
キーを使用して、ポリシーの [Condition element] (条件要素) でタグ情報を提供します。Amazon MSK リ
ソースのタグ付けの詳細については、「the section called “クラスターのタグ付け” (p. 39)」を参照してく
ださい。

クラスターのタグに基づいてクラスターへのアクセスを制限するためのアイデンティティベースのポリ
シーの例を表示するには、「タグに基づいて Amazon MSK クラスターにアクセスする (p. 119)」を参照
してください。

Amazon MSK IAM ロール
IAM ロールは、特定のアクセス許可を持つ、Amazon Web Services アカウント内のエンティティです。

Amazon MSK での一時的な認証情報の使用

一時的な認証情報を使用して、フェデレーションでサインインする、IAM ロールを引き受ける、また
はクロスアカウントロールを引き受けることができます。一時的なセキュリティ認証情報は、AWS 
STSAssumeRoleまたはなどの API オペレーションを呼び出すことで取得できますGetFederationToken。

Amazon MSK は、一時的な認証情報の使用をサポートしています。

サービスにリンクされたロール

サービスにリンクされたロールにより、Amazon Web Services は他のサービスのリソースにアクセスし
て、ユーザーに代わってアクションを完了することができます。サービスにリンクされたロールは IAM ア
カウント内に表示され、サービスによって所有されます。 管理者は、サービスにリンクされたロールのア
クセス許可を表示できますが、編集することはできません。

Amazon MSK は、サービスにリンクされたロールをサポートします。Amazon MSK サービスにリンク
されたロールの作成または管理の詳細については、「the section called “サービスにリンクされたロー
ル” (p. 119)」 。
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アイデンティティベースポリシーの例

Amazon MSK のアイデンティティベースポリシーの
例
デフォルトでは、IAM ユーザーとロールには Amazon MSK API アクションを実行する権限がありませ
ん。IAM 管理者は、指定されたリソースで特定の API 操作を実行するための許可をユーザーとロールに付
与する IAM ポリシーを作成する必要があります。続いて、管理者はそれらの許可が必要な IAM ユーザー
またはグループにそのポリシーを添付します。

JSON ポリシードキュメントのこれらの例を使用して、IAM アイデンティティベースのポリシーを作成す
る方法については、「IAM ユーザーガイド」の「JSON タブでのポリシーの作成」を参照してください。

トピック
• ポリシーのベストプラクティス (p. 117)
• ユーザーが自分の許可を表示できるようにする (p. 118)
• 1 つの Amazon MSK クラスターへのアクセス (p. 118)
• タグに基づいて Amazon MSK クラスターにアクセスする (p. 119)

ポリシーのベストプラクティス
ID ベースのポリシーは、ユーザーのアカウント内で誰かが Amazon MSK リソースを作成、アクセス、ま
たは削除できるどうかを決定します。これらのアクションを実行すると、AWS アカウント に追加料金が
発生する可能性があります。アイデンティティベースポリシーを作成したり編集したりする際には、以下
のガイドラインと推奨事項に従ってください。

• AWS マネージドポリシーを使用して開始し、最小特権の許可に移行する – ユーザーとワークロードへ
の許可の付与を開始するには、多くの一般的なユースケースのために許可を付与する AWS マネージド
ポリシーを使用します。これらは AWS アカウント で使用できます。ユースケースに応じた AWS カス
タマーマネージドポリシーを定義することで、許可をさらに減らすことをお勧めします。詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「AWS マネージドポリシー」または「AWS ジョブ機能の管理ポリ
シー」を参照してください。

• 最小特権を適用する – IAM ポリシーで許可を設定するときは、タスクの実行に必要な許可のみを付与し
ます。これを行うには、特定の条件下で特定のリソースに対して実行できるアクションを定義します。
これは、最小特権アクセス許可とも呼ばれています。IAM を使用して許可を適用する方法の詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのポリシーとアクセス許可」を参照してください。

• IAM ポリシーで条件を使用してアクセスをさらに制限する – ポリシーに条件を追加して、アクション
やリソースへのアクセスを制限できます。例えば、ポリシー条件を記述して、すべてのリクエストを 
SSL を使用して送信するように指定することができます。また、AWS のサービス などの特定の AWS 
CloudFormation を介して使用する場合、条件を使用してサービスアクションへのアクセスを許可する
こともできます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の [IAM JSON policy elements: Condition]
(IAM JSON ポリシー要素：条件) を参照してください。

• IAM Access Analyzer を使用して IAM ポリシーを検証し、安全で機能的な許可を確保する - IAM Access 
Analyzer は、新規および既存のポリシーを検証して、ポリシーが IAM ポリシー言語 (JSON) および IAM 
のベストプラクティスに準拠するようにします。IAM Access Analyzer は 100 を超えるポリシーチェッ
クと実用的な推奨事項を提供し、安全で機能的なポリシーを作成できるようサポートします。詳細につ
いては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM Access Analyzer ポリシーの検証」を参照してください。

• 多要素認証 (MFA) を要求する – AWS アカウント で IAM ユーザーまたはルートユーザーを要求するシナ
リオがある場合は、セキュリティを強化するために MFA をオンにします。API オペレーションが呼び
出されるときに MFA を必須にするには、ポリシーに MFA 条件を追加します。詳細については、「IAM 
ユーザーガイド」の「MFA 保護 API アクセスの設定」を参照してください。

IAM でのベストプラクティスの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのセキュリティのベ
ストプラクティス」を参照してください。
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アイデンティティベースポリシーの例

ユーザーが自分の許可を表示できるようにする
この例では、ユーザーアイデンティティに添付されたインラインおよびマネージドポリシーの表示を IAM 
ユーザーに許可するポリシーを作成する方法を示します。このポリシーには、コンソールで、または AWS 
CLI か AWS API を使用してプログラム的に、このアクションを完了するアクセス許可が含まれています。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ViewOwnUserInfo", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetUserPolicy", 
                "iam:ListGroupsForUser", 
                "iam:ListAttachedUserPolicies", 
                "iam:ListUserPolicies", 
                "iam:GetUser" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"] 
        }, 
        { 
            "Sid": "NavigateInConsole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetGroupPolicy", 
                "iam:GetPolicyVersion", 
                "iam:GetPolicy", 
                "iam:ListAttachedGroupPolicies", 
                "iam:ListGroupPolicies", 
                "iam:ListPolicyVersions", 
                "iam:ListPolicies", 
                "iam:ListUsers" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

1 つの Amazon MSK クラスターへのアクセス
この例では、Amazon Web Services アカウントの IAM ユーザーに、クラスターの 1 つである
purchaseQueriesCluster へのアクセスを許可します。このポリシーにより、ユーザーはクラスターを
記述し、ブートストラップブローカーを取得し、ブローカーノードを一覧表示し、更新することができま
す。

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Sid":"UpdateCluster", 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "kafka:Describe*", 
            "kafka:Get*", 
            "kafka:List*", 
            "kafka:Update*" 
         ], 
         "Resource":"arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster/purchaseQueriesCluster/
abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2" 
      } 
   ]
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サービスにリンクされたロール

}

タグに基づいて Amazon MSK クラスターにアクセスする
アイデンティティベースのポリシーの条件を使用して、タグに基づいて Amazon MSK リソースへのアク
セスを制御できます。この例では、クラスターの記述、クラスターのブートストラップブローカーの取
得、ブローカーノードの一覧表示、更新、削除をユーザーに許可するポリシーの作成方法を示していま
す。ただし、クラスター タグ Owner にそのユーザーのユーザー名の値がある場合のみ、アクセス許可は
付与されます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "AccessClusterIfOwner", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "kafka:Describe*", 
        "kafka:Get*", 
        "kafka:List*", 
        "kafka:Update*", 
        "kafka:Delete*" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster/*", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "aws:ResourceTag/Owner": "${aws:username}" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

このポリシーをアカウントの IAM ユーザーに添付できます。richard-roe という名前のユー
ザーが MSK クラスターを更新しようとする場合、クラスターには Owner=richard-roe または
owner=richard-roe のタグを付ける必要があります。それ以外の場合、アクセスは拒否されます。条
件キー名では大文字と小文字は区別されないため、条件タグキー Owner は Owner と owner に一致しま
す。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM JSON ポリシー要素: 条件」を参照してください。

Amazon MSK でのサービスにリンクされたロールの
使用
Amazon MSK は、AWS Identity and Access Management (IAM) サービスにリンクされたロールを使用
します。サービスにリンクされたロールは、Amazon MSK に直接リンクされている一意のタイプの IAM 
ロールです。サービスにリンクされたロールは Amazon MSK によって事前定義されており、サービスが
ユーザーに代わって他の AWS サービスを呼び出すために必要なすべての許可が含まれています。

サービスにリンクされたロールを使用すると、必要な設定を手動で追加する必要がないため、 Amazon 
MSK の設定が簡単になります。Amazon MSK は、サービスにリンクされたロールの権限を定義します。
特に明記されていない限り、Amazon MSK のみがそのロールを引き受けることができます。定義された権
限には、信頼ポリシーとアクセス許可ポリシーが含まれ、そのアクセス許可ポリシーを他の IAM エンティ
ティに添付することはできません。

サービスにリンクされたロールをサポートする他のサービスについては、IAM と連携する Amazon Web 
Services を参照し、サービスにリンクされたロール列がYes (はい) になっているサービスを探してくださ
い。そのサービスのサービスにリンクされたロールのドキュメントを表示するには、リンク付きのはいを
選択します。
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トピック
• Amazon MSK のサービスリンクロール許可 (p. 91)
• Amazon MSK のサービスリンクロールの作成 (p. 91)
• Amazon MSK のサービスリンクロールの編集 (p. 92)
• Amazon MSK のサービスにリンクされたロールがサポートされるリージョン (p. 92)

Amazon MSK のサービスリンクロール許可
Amazon MSK は、という名前のサービスにリンクされたロールを使用しま
すAWSServiceRoleForKafka。Amazon MSK はこのロールを使用してリソースにアクセスし、次のような
オペレーションを実行します。

• *NetworkInterface— お客様のVPC 内のクライアントがクラスターブローカーにアクセスできるよ
うにするネットワークインターフェースを顧客アカウントで作成および管理します。

• *VpcEndpoints— VPC エンドポイントを顧客アカウントで管理します。これにより、クラスターブ
ローカーが顧客の VPC 内のクライアントにアクセスできるようになりますAWS PrivateLink。Amazon 
MSK はDescribeVpcEndpoints、ModifyVpcEndpointおよびに対するアクセス権限を使用しま
すDeleteVpcEndpoints。

• secretsmanager—AWS Secrets Manager クライアント認証情報をで管理します。
• GetCertificateAuthorityCertificate— プライベート認証局の証明書を取得します。

このサービスリンクロールは、マネージドポリシー KafkaServiceRolePolicy にアタッチされます。
このポリシーの更新については、「KafkaServiceRolePolicy」を参照してください

AWSServiceRoleForKafka サービスにリンクされたロールは、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。

• kafka.amazonaws.com

ロールのアクセス許可ポリシーにより、Amazon MSK はリソースに対して次のアクションを実行できま
す。

{ 
 "Version": "2012-10-17", 
 "Statement": [ 
  { 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 
    "ec2:CreateNetworkInterface", 
    "ec2:DescribeNetworkInterfaces", 
    "ec2:CreateNetworkInterfacePermission", 
    "ec2:AttachNetworkInterface", 
    "ec2:DeleteNetworkInterface", 
    "ec2:DetachNetworkInterface", 
    "ec2:DescribeVpcEndpoints", 
    "acm-pca:GetCertificateAuthorityCertificate", 
    "secretsmanager:ListSecrets" 
   ], 
   "Resource": "*" 
  }, 
  { 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 
    "ec2:ModifyVpcEndpoint" 
   ], 
   "Resource": "arn:*:ec2:*:*:subnet/*" 
  }, 
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  { 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 
    "ec2:DeleteVpcEndpoints", 
    "ec2:ModifyVpcEndpoint" 
   ], 
   "Resource": "arn:*:ec2:*:*:vpc-endpoint/*", 
   "Condition": { 
    "StringEquals": { 
     "ec2:ResourceTag/AWSMSKManaged": "true" 
    }, 
    "StringLike": { 
     "ec2:ResourceTag/ClusterArn": "*" 
    } 
   } 
  }, 
  { 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 
    "secretsmanager:GetResourcePolicy", 
    "secretsmanager:PutResourcePolicy", 
    "secretsmanager:DeleteResourcePolicy", 
    "secretsmanager:DescribeSecret" 
   ], 
   "Resource": "*", 
   "Condition": { 
    "ArnLike": { 
     "secretsmanager:SecretId": "arn:*:secretsmanager:*:*:secret:AmazonMSK_*" 
    } 
   } 
  } 
 ]
}

サービスにリンクされたロールの作成、編集、削除をIAM エンティティ (ユーザー、グループ、ロール
など) に許可するには、許可を設定する必要があります。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の
「サービスにリンクされたロールの権限」を参照してください。

Amazon MSK のサービスリンクロールの作成
サービスにリンクされたロールを手動で作成する必要はありません。AWS Management Console、AWS 
CLI、または AWS API で Amazon MSK クラスターを作成すると、Amazon MSK がサービスにリンクされ
たロールを作成します。

このサービスにリンクされたロールを削除してから再度作成する必要がある場合は、同じプロセスを使
用してアカウントにロールを再作成できます。Amazon MSK クラスターを作成すると、Amazon MSK は
サービスにリンクされたロールを再度作成します。

Amazon MSK のサービスリンクロールの編集
Amazon MSK では、AWSServiceRoleForKafka サービスにリンクされたロールを編集することはできませ
ん。サービスにリンクされたロールを作成すると、多くのエンティティによってロールがリファレンスさ
れる可能性があるため、ロール名を変更することはできません。ただし、IAM を使用したロールの説明の
編集はできます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「サービスにリンクされたロールの編集」
を参照してください。

Amazon MSK のサービスにリンクされたロールがサポートされ
るリージョン
Amazon MSK は、サービスが利用可能なすべてのリージョンでサービスにリンクされたロールの使用をサ
ポートします。詳細については、「AWS リージョンとエンドポイント」を参照してください。
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Amazon MSK の AWS 管理ポリシー
ユーザー、グループ、ロールに権限を追加するには、自分でポリシーを書き込むよりも、AWS 管理ポリ
シーを使用する方が簡単です。チームに必要な許可のみを提供する IAM カスタマーマネージドポリシーを
作成するには、時間と専門知識が必要です。すぐに使用を開始するために、AWS マネージドポリシーを使
用できます。これらのポリシーは、一般的なユースケースをターゲット範囲に含めており、AWS アカウン
ト で利用できます。AWS マネージドポリシーの詳細については、IAM ユーザーガイドの「AWS マネージ
ドポリシー」を参照してください。

AWS のサービス は、AWS マネージドポリシーを維持し、更新します。AWS マネージドポリシーの許可
を変更することはできません。サービスでは、新しい機能を利用できるようにするために、AWS マネージ
ドポリシーに許可が追加されることがあります。この種類の更新は、ポリシーがアタッチされている、す
べてのアイデンティティ (ユーザー、グループおよびロール) に影響を与えます。新しい機能が立ち上げら
れた場合や、新しいオペレーションが使用可能になった場合に、各サービスが AWS マネージドポリシー
を更新する可能性が最も高くなります。サービスは、AWS マネージドポリシーから許可を削除しないた
め、ポリシーの更新によって既存の許可が破棄されることはありません。

さらに、AWS では、複数のサービスにまたがるジョブ機能のためのマネージドポリシーもサポートしてい
ます。例えば、ViewOnlyAccess AWS マネージドポリシーでは、多くの AWS のサービス およびリソー
スへの読み込み専用アクセスを許可します。あるサービスで新しい機能を立ち上げる場合は、AWS は、追
加された演算とリソースに対し、読み込み専用の許可を追加します。ジョブ機能ポリシーのリストと説明
については、IAM ユーザーガイドのジョブ機能の AWS 管理ポリシーを参照してください。

AWS管理ポリシー:アマゾンMSKFullAccess
このポリシーは、プリンシパルにすべての Amazon MSK アクションへのフルアクセスを許可する管理者
権限を付与します。このポリシーの権限は、次のようにグループ化されています。

• Amazon MSK 権限は、すべての Amazon MSK アクションを許可します。
• このポリシーの Amazon EC2 権限の一部は、API リクエストで渡されたリソースを検証するために必要

です。これは、Amazon MSK がクラスターでリソースを正常に使用できるようにするためです。このポ
リシーの残りの Amazon EC2 権限により、Amazon MSK は、クラスターへの接続を可能にするために
必要な AWS リソースを作成できます。

• AWS KMS 権限は、リクエストで渡されたリソースを検証するために API コール中に使用されます。こ
れらは、Amazon MSK が、渡されたキーを Amazon MSK クラスターで使用できるようにするために必
要です。

• Amazon MSK CloudWatch がログ配信先に到達可能であり、ブローカーログの使用に有効であることを
確認するには、Logs、Amazon S3、Amazon Kinesis Data Firehose の権限が必要です。

    { 
        "Version": "2012-10-17", 
        "Statement": [ 
            { 
                "Effect": "Allow", 
                "Action": [ 
                    "kafka:*", 
                    "ec2:DescribeSubnets", 
                    "ec2:DescribeVpcs", 
                    "ec2:DescribeSecurityGroups", 
                    "ec2:DescribeRouteTables", 
                    "ec2:DescribeVpcEndpoints", 
                    "ec2:DescribeVpcAttribute", 
                    "kms:DescribeKey", 
                    "kms:CreateGrant", 
                    "logs:CreateLogDelivery", 
                    "logs:GetLogDelivery", 
                    "logs:UpdateLogDelivery", 
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                    "logs:DeleteLogDelivery", 
                    "logs:ListLogDeliveries", 
                    "logs:PutResourcePolicy", 
                    "logs:DescribeResourcePolicies", 
                    "logs:DescribeLogGroups", 
                    "S3:GetBucketPolicy", 
                    "firehose:TagDeliveryStream" 
                ], 
                "Resource": "*" 
            }, 
            { 
                "Effect": "Allow", 
                "Action": [ 
                    "ec2:CreateVpcEndpoint" 
                ], 
                "Resource": [ 
                    "arn:*:ec2:*:*:vpc/*", 
                    "arn:*:ec2:*:*:subnet/*", 
                    "arn:*:ec2:*:*:security-group/*" 
                ] 
            }, 
            { 
                "Effect": "Allow", 
                "Action": [ 
                    "ec2:CreateVpcEndpoint" 
                ], 
                "Resource": [ 
                    "arn:*:ec2:*:*:vpc-endpoint/*" 
                ], 
                "Condition": { 
                    "StringEquals": { 
                        "aws:RequestTag/AWSMSKManaged": "true" 
                    }, 
                    "StringLike": { 
                        "aws:RequestTag/ClusterArn": "*" 
                    } 
                } 
            }, 
            { 
                "Effect": "Allow", 
                "Action": [ 
                    "ec2:CreateTags" 
                ], 
                "Resource": "arn:*:ec2:*:*:vpc-endpoint/*", 
                "Condition": { 
                    "StringEquals": { 
                        "ec2:CreateAction": "CreateVpcEndpoint" 
                    } 
                } 
            }, 
            { 
                "Effect": "Allow", 
                "Action": [ 
                    "ec2:DeleteVpcEndpoints" 
                ], 
                "Resource": "arn:*:ec2:*:*:vpc-endpoint/*", 
                "Condition": { 
                    "StringEquals": { 
                        "ec2:ResourceTag/AWSMSKManaged": "true" 
                    }, 
                    "StringLike": { 
                        "ec2:ResourceTag/ClusterArn": "*" 
                    } 
                } 
            }, 
            { 
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                "Effect": "Allow", 
                "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
                "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/kafka.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForKafka*", 
                "Condition": { 
                    "StringLike": { 
                        "iam:AWSServiceName": "kafka.amazonaws.com" 
                    } 
                } 
            }, 
            { 
                "Effect": "Allow", 
                "Action": [ 
                    "iam:AttachRolePolicy", 
                    "iam:PutRolePolicy" 
                ], 
                "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/kafka.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForKafka*" 
            }, 
            { 
                "Effect": "Allow", 
                "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
                "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
delivery.logs.amazonaws.com/AWSServiceRoleForLogDelivery*", 
                "Condition": { 
                    "StringLike": { 
                        "iam:AWSServiceName": "delivery.logs.amazonaws.com" 
                    } 
                } 
            } 

        ] 
    }

AWS管理ポリシー:アマゾンMSKReadOnlyAccess
このポリシーは、ユーザーが Amazon MSK で情報を表示できるようにする読み取り専用の権限を付与し
ます。このポリシーが添付されているプリンシパルは、既存のリソースを更新または削除したり、新しい 
Amazon MSK リソースを作成したりすることはできません。例えば、これらの権限を持つプリンシパル
は、自分のアカウントに関連付けられているクラスターと構成のリストを表示できますが、クラスターの
構成や設定を変更することはできません。このポリシーの権限は、次のようにグループ化されています。

• Amazon MSK 権限を使用すると、Amazon MSK リソースを一覧表示し、それらを記述し、それらに関
する情報を取得できます。

• Amazon EC2 権限は、クラスターに関連付けられている Amazon VPC、サブネット、セキュリティグ
ループ、および ENI を記述するために使用されます。

• AWS KMS 権限は、クラスターに関連付けられているキーを記述するために使用されます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "kafka:Describe*", 
                "kafka:List*", 
                "kafka:Get*", 
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces", 
                "ec2:DescribeSecurityGroups", 
                "ec2:DescribeSubnets", 
                "ec2:DescribeVpcs", 
                "kms:DescribeKey" 
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            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

AWS マネージドポリシー: KafkaServiceRolePolicy
IAM KafkaServiceRolePolicy エンティティに添付することはできません。このポリシーは、サービスにリ
ンクされたロールに関連付けられ、Amazon MSK が MSK クラスター上の VPC エンドポイント (コネク
タ) の管理、ネットワークインターフェイスの管理、AWS Secrets Managerクラスター認証情報の管理な
どのアクションを実行することを許可します。詳細については、「the section called “サービスにリンクさ
れたロール” (p. 119)」を参照してください。

AWS 管理ポリシーに対する Amazon MSK の更新
このサービスがこれらの変更の追跡を開始してからの、Amazon MSK の AWS 管理ポリシーの更新に関す
る詳細を表示します。

変更 説明 日付

KafkaServiceRolePolicy (p. 125)
– 既存ポリシーへの更新。

Amazon MSK は、マルチ VPC 
プライベート接続をサポートす
る権限を追加しました。

2023 年 3 月 8 日

AmazonMSKFullAccess (p. 122)
— 既存のポリシーへの更新

Amazon MSK は、クラスター
への接続を可能にする新しい 
Amazon EC2 権限を追加しまし
た。

2021 年 11 月 30 日

AmazonMSKFullAccess (p. 122)
— 既存のポリシーへの更新

Amazon MSK は、Amazon EC2 
ルートテーブルを記述できるよ
うにするための新しい権限を追
加しました。

2021 年 11 月 19 日

Amazon MSK が変更の追跡を開
始しました

Amazon MSK は、AWS 管理ポリ
シーの変更の追跡を開始しまし
た。

2021 年 11 月 19 日

Amazon MSK のアイデンティティとアクセスのトラ
ブルシューティング
次の情報を使用して、Amazon MSK および IAM での作業中に発生する可能性のある一般的な問題を診断
および修正するのに役立ててください。

トピック
• Amazon MSK でアクションを実行する認可がない (p. 125)

Amazon MSK でアクションを実行する認可がない
AWS Management Console から、アクションを実行することが認可されていないと通知された場合、管理
者に問い合わせ、サポートを依頼する必要があります。管理者は、サインイン認証情報を提供した担当者
です。
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次のエラー例は、mateojackson IAM ユーザーがコンソールを使用してクラスターを削除しようとしてい
るが、kafka:DeleteCluster 許可を持っていない場合に発生します。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform: 
 kafka:DeleteCluster on resource: purchaseQueriesCluster

この場合、Mateo は管理者に、kafka:DeleteCluster アクションを使用して
purchaseQueriesCluster リソースにアクセスできるようにポリシーを更新するように依頼します。

Apache Kafka API の認証と認可
IAM を使用して、クライアントを認証し、Apache Kafka アクションを許可または拒否できます。また
は、TLS または SASL/SCRAM を使用してクライアントを認証し、Apache Kafka ACL を使用してアク
ションを許可または拒否することもできます。

クラスターで Amazon MSK オペレーションを実行できるユーザーを制御する方法については、「the 
section called “Amazon MSK API の認証と認可” (p. 113)」を参照してください。

トピック
• IAM アクセスコントロール (p. 126)
• 相互 TLS 認証 (p. 135)
• AWSSecrets Manager によるサインイン認証情報の認証 (p. 138)
• Apache Kafka ACL (p. 141)

IAM アクセスコントロール
Amazon MSK の IAM アクセス制御により、MSK クラスターの認証と認可の両方を処理できます。これに
より、認証に 1 つのメカニズムを使用し、認可に別のメカニズムを使用する必要がなくなります。たとえ
ば、クライアントがクラスターへの書き込みを試みると、Amazon MSK は IAM を使用して、そのクライ
アントが認証済みアイデンティティであるかどうか、およびクラスターへの作成が認可されているかどう
かをチェックします。

Amazon MSK はアクセスイベントをログに記録するため、それらを監査できます。詳細については、
「the section called “CloudTrail イベント” (p. 147)」を参照してください。

IAM アクセス制御を可能にするために、Amazon MSK は Apache Kafka ソースコードに小さな変更を加え
ます。これらの変更によって、Apache Kafka のエクスペリエンスに目立った違いが生じることはありませ
ん。

Important

IAM アクセス制御は Apache ZooKeeper ノードには適用されません。これらのノードへ
のアクセスを制御する方法については、「the section called “Apache へのアクセスの制御 
ZooKeeper” (p. 143)」を参照してください。

Important

クラスターが IAM アクセス制御を使用している場合、allow.everyone.if.no.acl.found
Apache Kafka 設定は効果がありません。

Important

IAM アクセス制御を使用する MSK クラスターの Apache Kafka ACL API を呼び出すことができま
す。ただし、Apache Kafka ACL は IAM ZooKeeper ロールの認可には影響しません。IAM ロール
のアクセスを制御するには、IAM ポリシーを使用する必要があります。
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Amazon MSK の IAM アクセス制御の仕組み
Amazon MSK の IAM アクセス制御を使用するには、次のステップを実行します。これらの詳細について
は、このセクションの残りの部分で詳しく説明します。

• the section called “IAM アクセス制御を使用するクラスターを作成する” (p. 127)
• the section called “IAM アクセス制御用にクライアントを設定する” (p. 127)
• the section called “認可ポリシーを作成する” (p. 128)
• the section called “IAM アクセス制御用のブートストラップブローカーを入手する” (p. 129)

IAM アクセス制御を使用するクラスターを作成する

このセクションでは、、APIAWS Management Console、またはを使用して、IAM アクセス制御を使用
するクラスターを作成する方法について説明します。AWS CLI既存のクラスターに対して IAM アクセ
ス制御を有効にする方法については、「」を参照してくださいthe section called “セキュリティを更新す
る” (p. 36)。

AWS Management Console を使用して、IAM アクセス制御を使用するクラスターを作成します

1. https://console.aws.amazon.com/msk/ で Amazon MSK コンソールを開きます。
2. Create cluster (クラスターの作成) を選択します。
3. Create cluster with custom settings (カスタム設定でクラスターを作成) を選択します。
4. Authentication (認証) セクションで、IAM access control (IAMアクセス制御) を選択します。
5. クラスターを作成するための残りのワークフローを完了します。

API または AWS CLI を使用して、IAM アクセス制御を使用するクラスターを作成します

• IAM アクセスコントロールを有効にしたクラスターを作成するに
は、CreateClusterAPI または create-cluster CLI コマンドを使用して、次の 
JSONClientAuthentication"ClientAuthentication": { "Sasl": { "Iam": 
{ "Enabled": true } } をパラメーターに渡します。

IAM アクセス制御用にクライアントを設定する

クライアントが IAM アクセス制御を使用する MSK クラスターと通信できるようにするには、次のステッ
プの説明に従ってクライアントを設定します。

1. 以下を client.properties ファイルに追加します。<PATH_TO_TRUST_STORE_FILE>を、クライ
アント上のトラストストアファイルへの完全修飾パスに置き換えます。

Note

特定の証明書を使用したくない場合
は、ssl.truststore.location=<PATH_TO_TRUST_STORE_FILE>client.propertiesファ
イルから削除できます。に値を指定しない場合ssl.truststore.location、Java プロセ
スはデフォルトの証明書を使用します。

ssl.truststore.location=<PATH_TO_TRUST_STORE_FILE>
security.protocol=SASL_SSL
sasl.mechanism=AWS_MSK_IAM
sasl.jaas.config=software.amazon.msk.auth.iam.IAMLoginModule required;
sasl.client.callback.handler.class=software.amazon.msk.auth.iam.IAMClientCallbackHandler
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AWS 認証情報用に作成した名前付きプロファイルを使用するには、クライアント構成ファイルに
awsProfileName="your profile name"; を含めます。名前付きプロファイルの詳細について
は、「AWS CLI ドキュメント」の名前付きプロファイルを参照してください。

2. 最新の安定した aws-msk-iam-authJAR ファイルをダウンロードし、クラスパスに配置します。Maven 
を使用する場合は、次の依存関係を追加し、必要に応じてバージョン番号を調整します。

<dependency> 
    <groupId>software.amazon.msk</groupId> 
    <artifactId>aws-msk-iam-auth</artifactId> 
    <version>1.0.0</version>
</dependency>

Amazon MSK クライアント プラグインは、Apache 2.0 ライセンスの下でオープンソース化されていま
す。

認可ポリシーを作成する
クライアントに対応する IAM ロールに認可ポリシーを添付します。認可ポリシーでは、ロールに対して
許可または拒否するアクションを指定します。クライアントが Amazon EC2 インスタンス上にある場合
は、認可ポリシーをその Amazon EC2 インスタンスの IAM ロールに関連付けます。または、名前付きプ
ロファイルを使用するようにクライアントを設定してから、認可ポリシーをその名前付きプロファイル
のロールに関連付けることができます。 the section called “IAM アクセス制御用にクライアントを設定す
る” (p. 127) は、名前付きプロファイルを使用するようにクライアントを設定する方法を説明していま
す。

IAM ポリシーを作成する方法については、IAM ポリシーの作成を参照してください。

以下は、、、、、、、、、、 MyTestClusterというクラスターの認可ポリシーです。Action 要素と
Resource 要素のセマンティクスを理解するには、「the section called “アクションとリソースのセマン
ティクス” (p. 129)」を参照してください。

Important

IAM ポリシーに加えた変更は、IAM API と AWS CLI にすぐに反映されます。ただし、ポリシーの
変更が有効になるまでにかなりの時間がかかる場合があります。ほとんどの場合、ポリシーの変
更は1分以内に有効になります。ネットワークの状態により、遅延が増える場合があります。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kafka-cluster:Connect", 
                "kafka-cluster:AlterCluster", 
                "kafka-cluster:DescribeCluster" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:kafka:us-east-1:0123456789012:cluster/MyTestCluster/abcd1234-0123-
abcd-5678-1234abcd-1" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kafka-cluster:*Topic*", 
                "kafka-cluster:WriteData", 
                "kafka-cluster:ReadData" 
            ], 
            "Resource": [ 

128

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-profiles.html
https://github.com/aws/aws-msk-iam-auth/releases
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_create.html


Amazon Managed Streaming for 
Apache Kafka デベロッパーガイド

IAM アクセスコントロール

                "arn:aws:kafka:us-east-1:0123456789012:topic/MyTestCluster/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kafka-cluster:AlterGroup", 
                "kafka-cluster:DescribeGroup" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:kafka:us-east-1:0123456789012:group/MyTestCluster/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

データの生成や消費など、一般的な Apache Kafka のユースケースに対応するアクション要素を使用して
ポリシーを作成する方法については、「the section called “一般的なユースケース” (p. 133)」を参照して
ください。

IAM アクセス制御用のブートストラップブローカーを入手する
the section called “ブートストラップブローカーの取得” (p. 23) を参照してください。

アクションとリソースのセマンティクス
このセクションでは、IAM 認可ポリシーで使用できるアクション要素とリソース要素のセマンティクスに
ついて説明します。ポリシーの例については、the section called “認可ポリシーを作成する” (p. 128)を参
照してください。

アクション
次の表に、Amazon MSK の IAM アクセス制御を使用するときに認可ポリシーに含めることができるアク
ションを示します。表のアクション列のアクションを認可ポリシーに含める場合は、必須アクション列の
対応するアクションも含める必要があります。

アクション 説明 必須アクション 必要な リソース サーバーレスクラ
スターに適用可能

kafka-
cluster:Connect

クラスターに接続
して認証するため
のアクセス許可を
付与します。

なし クラスター はい

kafka-
cluster:DescribeCluster

Apache Kafka 
の DESCRIBE 
CLUSTER ACL に
相当する、クラス
ターのさまざまな
側面を記述するた
めのアクセス許可
を付与します。

kafka-
cluster:Connect

クラスター はい

kafka-
cluster:AlterCluster

Apache Kafka の 
ALTER CLUSTER 
ACL と同等の、
クラスターのさま
ざまな側面を変更
するためのアクセ

kafka-
cluster:Connect

kafka-
cluster:DescribeCluster

クラスター いいえ
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アクション 説明 必須アクション 必要な リソース サーバーレスクラ
スターに適用可能

ス許可を付与しま
す。

kafka-
cluster:DescribeClusterDynamicConfiguration

Apache Kafka の 
DESCRIBE_CONFIGSCLUSTER 
ACL に相当する、
クラスターの動的
設定を記述するた
めのアクセス許可
を付与します。

kafka-
cluster:Connect

クラスター いいえ

kafka-
cluster:AlterClusterDynamicConfiguration

Apache Kafka の 
ALTER_CONFIGSCLUSTER 
ACL に相当する、
クラスターの動的
設定を変更するた
めのアクセス許可
を付与します。

kafka-
cluster:Connect

kafka-
cluster:DescribeClusterDynamicConfiguration

クラスター いいえ

kafka-
cluster:WriteDataIdempotently

Apache Kafka の 
IDEMPOTENT_WRITECLUSTER 
ACL に相当する、
クラスターにデー
タをべき等に書き
込むためのアクセ
ス許可を付与しま
す。

kafka-
cluster:Connect

kafka-
cluster:WriteData

クラスター はい

kafka-
cluster:CreateTopic

Apache Kafka の 
CREATECLUSTER/
TOPIC ACL に相当
する、クラスター
上にトピックを作
成するためのアク
セス許可を付与し
ます。

kafka-
cluster:Connect

トピック はい

kafka-
cluster:DescribeTopic

Apache Kafka の 
DESCRIBETOPIC 
ACL に相当する、
クラスター上のト
ピックを記述する
ためのアクセス許
可を付与します。

kafka-
cluster:Connect

トピック はい

kafka-
cluster:AlterTopic

Apache Kafka の 
ALTER TOPIC 
ACL に相当する、
クラスター上のト
ピックを変更する
ためのアクセス許
可を付与します。

kafka-
cluster:Connect

kafka-
cluster:DescribeTopic

トピック はい
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アクション 説明 必須アクション 必要な リソース サーバーレスクラ
スターに適用可能

kafka-
cluster:DeleteTopic

Apache Kafka の 
DELETE TOPIC 
ACL に相当する、
クラスター上のト
ピックを削除する
ためのアクセス許
可を付与します。

kafka-
cluster:Connect

kafka-
cluster:DescribeTopic

トピック はい

kafka-
cluster:DescribeTopicDynamicConfiguration

Apache Kafka の 
DESCRIBE_CONFIGSTOPIC 
ACL に相当する、
クラスター上のト
ピックの動的設定
を記述するための
アクセス許可を付
与します。

kafka-
cluster:Connect

トピック はい

kafka-
cluster:AlterTopicDynamicConfiguration

Apache Kafka の 
ALTER_CONFIGSTOPIC 
ACL に相当する、
クラスター上のト
ピックの動的設定
を変更する許可を
付与します。

kafka-
cluster:Connect

kafka-
cluster:DescribeTopicDynamicConfiguration

トピック はい

kafka-
cluster:ReadData

Apache Kafka の 
READ TOPIC ACL 
に相当する、クラ
スター上のトピッ
クからデータを読
み取りためのアク
セス許可を付与し
ます。

kafka-
cluster:Connect

kafka-
cluster:DescribeTopic

kafka-
cluster:AlterGroup

トピック はい

kafka-
cluster:WriteData

Apache Kafka の 
WRITE TOPIC 
ACL に相当する、
クラスター上のト
ピックにデータを
書き込みためのア
クセス許可を付与
します

kafka-
cluster:Connect

kafka-
cluster:DescribeTopic

トピック はい

kafka-
cluster:DescribeGroup

Apache Kafka 
の DESCRIBE 
GROUP ACL に
相当する、クラス
ター上のグループ
を記述するための
アクセス許可を付
与します。

kafka-
cluster:Connect

グループ はい
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アクション 説明 必須アクション 必要な リソース サーバーレスクラ
スターに適用可能

kafka-
cluster:AlterGroup

Apache Kafka の 
READ GROUP 
ACL に相当する、
クラスター上のグ
ループに参加する
ためのアクセス許
可を付与します。

kafka-
cluster:Connect

kafka-
cluster:DescribeGroup

グループ はい

kafka-
cluster:DeleteGroup

Apache Kafka の 
DELETE GROUP 
ACL に相当する、
クラスター上のグ
ループを削除する
ためのアクセス許
可を付与します。

kafka-
cluster:Connect

kafka-
cluster:DescribeGroup

グループ はい

kafka-
cluster:DescribeTransactionalId

Apache Kafka 
の DESCRIBE 
TRANSACTIONAL_ID 
ACL に相当する、
クラスター上のト
ランザクション ID 
を記述するための
アクセス許可を付
与します。

kafka-
cluster:Connect

transactional-id はい

kafka-
cluster:AlterTransactionalId

Apache Kafka 
の WRITE 
TRANSACTIONAL_ID 
ACL に相当する、
クラスター上のト
ランザクション ID 
を変更するための
アクセス許可を付
与します。

kafka-
cluster:Connect

kafka-
cluster:DescribeTransactionalId

kafka-
cluster:WriteData

transactional-id はい

コロンの後のアクションでは、アスタリスク (*) ワイルドカードを何度でも使用できます。以下は例です。

• kafka-cluster:*Topic は、kafka-cluster:CreateTopic、kafka-
cluster:DescribeTopic、kafka-cluster:AlterTopic、および kafka-
cluster:DeleteTopic の略です。kafka-cluster:DescribeTopicDynamicConfiguration や
kafka-cluster:AlterTopicDynamicConfiguration は含まれていません。

• kafka-cluster:* はすべての権限を表します。

リソース

次の表は、Amazon MSK の IAM アクセスコントロールを使用するときに認可ポリシーで使用できる 4 
種類のリソースを示しています。クラスターの Amazon リソースネーム (ARN) は、AWS Management 
Consoleまたはから DescribeClusterAPI または describe-clusterAWS CLI コマンドを使用して取得できま
す。次に、クラスター ARN を使用して、トピック、グループ、およびトランザクション ID の ARN を作
成できます。認可ポリシーでリソースを指定するには、そのリソースのARNを使用します。
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リソース ARN 形式

クラスター arn:aws:kafka:region:account-id:cluster/cluster-name/cluster-uuid

トピック arn:aws: kafka:region:account-id:topic/cluster-name/cluster-uuid/topic-
name

[Group] (グ
ループ)

arn:aws:kafka:region:account-id:topic/cluster-name/cluster-uuid/group-
name

トランザク
ション ID

arn:aws:kafka:region:account-id:transactional-id/cluster-name/cluster-
uuid/transactional-id

アスタリスク (*) ワイルドカードは、:cluster/、:topic/、:group/、および :transactional-id/
の後に続く ARN の部分のどこでも何度でも使用できます。以下は、アスタリスク (*) ワイルドカードを使
用して複数のリソースを参照する方法の例です。

• arn:aws:kafka:us-east-1:0123456789012:topic/MyTestCluster/*:: MyTestCluster という
名前のクラスター内のすべてのトピック。

• arn:aws:kafka:us-east-1:0123456789012:topic/MyTestCluster/abcd1234-0123-
abcd-5678-1234abcd-1/*_test: 名前がで UUID が abcd1234-0123-abcd-5678-1234abcd-1 である
クラスターで、名前が「_test」で終わるすべてのトピック。 MyTestCluster

• arn:aws:kafka:us-east-1:0123456789012:transactional-id/MyTestCluster/
*/5555abcd-1111-abcd-1234-abcd1234-1: MyTestCluster アカウントで指定されたクラスターの
すべてのインカーネーションで、トランザクション ID が 5555abcd-1111-abcd-1234-1 のすべてのトラ
ンザクション。つまり、という名前のクラスターを作成し、それを削除してから MyTestCluster、同じ
名前で別のクラスターを作成すると、このリソース ARN を使用して、両方のクラスターで同じトラン
ザクション ID を表すことができます。ただし、削除されたクラスターにはアクセスできません。

一般的なユースケース
次の表の最初の列は、いくつかの一般的なユースケースを示しています。クライアントに特定のユース
ケースの実行を許可するには、そのユースケースに必要なアクションをクライアントの認可ポリシーに含
め、Effect を Allow に設定します。

Amazon MSK の IAM アクセス制御の一部であるすべてのアクションについては、「the section called “ア
クションとリソースのセマンティクス” (p. 129)」を参照してください。

Note

アクションはデフォルトで拒否されます。クライアントに実行を認可するすべてのアクションを
明示的に許可する必要があります。

ユースケース 必須アクション

Admin kafka-cluster:*

トピックの作成 kafka-cluster:Connect

kafka-cluster:CreateTopic

データを生成する kafka-cluster:Connect

kafka-cluster:DescribeTopic

kafka-cluster:WriteData
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ユースケース 必須アクション

データの使用 kafka-cluster:Connect

kafka-cluster:DescribeTopic

kafka-cluster:DescribeGroup

kafka-cluster:AlterGroup

kafka-cluster:ReadData

データを無差別に生成する kafka-cluster:Connect

kafka-cluster:DescribeTopic

kafka-cluster:WriteData

kafka-cluster:WriteDataIdempotently

トランザクションでデータを生成する kafka-cluster:Connect

kafka-cluster:DescribeTopic

kafka-cluster:WriteData

kafka-cluster:DescribeTransactionalId

kafka-cluster:AlterTransactionalId

クラスターの設定を説明する kafka-cluster:Connect

kafka-
cluster:DescribeClusterDynamicConfiguration

クラスターの設定を更新する kafka-cluster:Connect

kafka-
cluster:DescribeClusterDynamicConfiguration

kafka-
cluster:AlterClusterDynamicConfiguration

トピックの設定を説明する kafka-cluster:Connect

kafka-
cluster:DescribeTopicDynamicConfiguration

トピックの設定を更新する kafka-cluster:Connect

kafka-
cluster:DescribeTopicDynamicConfiguration

kafka-
cluster:AlterTopicDynamicConfiguration

トピックを変更する kafka-cluster:Connect

kafka-cluster:DescribeTopic

kafka-cluster:AlterTopic
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相互 TLS 認証
アプリケーションから Amazon MSK ZooKeeper ブローカーおよびノードへの接続に対して TLS を使用し
たクライアント認証を有効にできます。クライアント認証を使用するには、AWS Private CA が必要です。
はAWS Private CA、AWS アカウントクラスターと同じでも、別のアカウントにあってもかまいません。
詳細についてはAWS Private CA、「の作成と管理」を参照してくださいAWS Private CA。

Note

TLS 認証は現在、北京および寧夏回族自治区では利用できません。

Amazon MSK は、証明書失効リスト (CRL) をサポートしていません。クラスタートピックへのアクセ
スを制御したり、侵害された証明書をブロックしたりするには、Apache Kafka ACL と AWS セキュリ
ティグループを使用します。Apache Kafka ACL の使用については、「the section called “Apache Kafka 
ACL” (p. 141)」を参照してください。

このトピックには、次のセクションが含まれています。
• クライアント認証をサポートするクラスターを作成するには (p. 135)
• 認証を使用するようにクライアントを設定するには (p. 136)
• 認証を使用してメッセージを生成および消費するには (p. 137)

クライアント認証をサポートするクラスターを作成するには
この手順では、を使用してクライアント認証を有効にする方法を示しますAWS Private CA。

Note

相互 TLS を使用してアクセスを制御する場合は、MSKAWS Private CA クラスターごとに独立し
た TLS を使用することを強くお勧めします。そうすることで、PCA によって署名された TLS 証
明書が単一の MSK クラスターでのみ認証されるようになります。

1. 次の内容で、clientauthinfo.json という名前のファイルを作成します。Private-CA-ARN を 
PCA の ARN に置き換えます。

{ 
   "Tls": { 
       "CertificateAuthorityArnList": ["Private-CA-ARN"] 
    }
}

2. the section called “AWS CLI を使用したクラスターの作成” (p. 14) の説明に従っ
て、brokernodegroupinfo.json という名前のファイルを作成します。

3. クライアント認証では、クライアントとブローカー間の転送中に暗号化を有効にする必要がありま
す。次の内容で、encryptioninfo.json という名前のファイルを作成します。KMS-Key-ARN を 
KMS キーの ARN と置き換えます。ClientBroker を TLS または TLS_PLAINTEXT に設定できま
す。

{ 
   "EncryptionAtRest": { 
       "DataVolumeKMSKeyId": "KMS-Key-ARN" 
    }, 
   "EncryptionInTransit": { 
        "InCluster": true, 
        "ClientBroker": "TLS" 
    }
}

暗号化の詳細については、「the section called “暗号化” (p. 110)」を参照してください。
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4. AWS CLI がインストールされているマシンで次のコマンドを実行して、認証と転送中の暗号化を有効
にしたクラスターを作成します。レスポンスで提供されるクラスター ARN を保存します。

aws kafka create-cluster --cluster-name "AuthenticationTest" --broker-node-group-info 
 file://brokernodegroupinfo.json --encryption-info file://encryptioninfo.json --client-
authentication file://clientauthinfo.json --kafka-version "{YOUR KAFKA VERSION}" --
number-of-broker-nodes 3

認証を使用するようにクライアントを設定するには
1. クライアントマシンとして使用する Amazon EC2 インスタンスを作成します。わかりやすくするため

に、クラスターで使用したのと同じ VPC にこのインスタンスを作成します。このようなクライアン
トマシンの作成方法の例については、「the section called “ステップ 3: クライアントマシンを作成す
る” (p. 7)」を参照してください。

2. [Create a topic]（トピックの作成） 例については、「the section called “ステップ 4: トピックを作成
する” (p. 8)」の手順を参照してください。

3. AWS CLI がインストールされているマシンで、次のコマンドを実行して、クラスターのブートスト
ラップブローカーを取得します。Cluster-ARN をクラスターの ARN に置き換えます。

aws kafka get-bootstrap-brokers --cluster-arn Cluster-ARN

BootstrapBrokerStringTls に関連付けられた文字列をレスポンスに保存します。
4. クライアントマシンで次のコマンドを実行して、JVM トラストストアを使用してクライアントトラス

トストアを作成します。JVM パスが異なる場合は、それに応じてコマンドを調整します。

cp /usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-1.8.0.201.b09-0.amzn2.x86_64/jre/lib/security/
cacerts kafka.client.truststore.jks

5. クライアントマシンで次のコマンドを実行して、クライアントのプライベートキーを作成しま
す。Distinguished-Name、Example-Alias、Your-Store-Pass、およびYour-Key-Passを任
意の文字列に置き換えます。

keytool -genkey -keystore kafka.client.keystore.jks -validity 300 -storepass Your-
Store-Pass -keypass Your-Key-Pass -dname "CN=Distinguished-Name" -alias Example-Alias -
storetype pkcs12

6. クライアントマシンで次のコマンドを実行して、前のステップで作成したプライベートキーを使用し
て証明書リクエストを作成します。

keytool -keystore kafka.client.keystore.jks -certreq -file client-cert-sign-request -
alias Example-Alias -storepass Your-Store-Pass -keypass Your-Key-Pass

7. client-cert-sign-request ファイルを開き、それが -----BEGIN CERTIFICATE 
REQUEST----- で始まり、-----END CERTIFICATE REQUEST----- で終わることを確認しま
す。-----BEGIN NEW CERTIFICATE REQUEST----- で始まる場合は、ファイルの先頭と末尾か
ら単語 NEW (およびそれに続く単一のスペース) を削除します。

8. AWS CLI がインストールされているマシンで、次のコマンドを実行して証明書リクエストに署名し
ます。Private-CA-ARN を PCA の ARN に置き換えます。必要に応じて、有効性の値を変更できま
す。ここでは、例として 300 を使用します。

aws acm-pca issue-certificate --certificate-authority-arn Private-CA-ARN --csr 
 fileb://client-cert-sign-request --signing-algorithm "SHA256WITHRSA" --validity 
 Value=300,Type="DAYS"
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レスポンスで提供された証明書 ARN を保存します。

Note

クライアント証明書を取得するには、acm-pca get-certificateコマンドを使用し
て証明書の ARN を指定します。詳細については、AWS CLIコマンドリファレンスの get-
certificate を参照してください。

9. 次のコマンドを実行して、AWS Private CA が署名した証明書を取得します。Certificate-ARN
を、前のコマンドに対するレスポンスから取得した ARN に置き換えます。

aws acm-pca get-certificate --certificate-authority-arn Private-CA-ARN --certificate-
arn Certificate-ARN

10. 前のコマンドを実行した JSON 結果から、Certificate および CertificateChain に関連付
けられた文字列をコピーします。この 2 つの文字列を、という名前の新しいファイルに貼り付け
ます signed-certificate-from-acm。Certificate に関連付けられた文字列を貼り付けます。次
に、CertificateChain に関連付けられた文字列を貼り付けます。\n 文字を新しい行に置き換えま
す。証明書と証明書チェーンを貼り付けた後のファイルの構造を次に示します。

-----BEGIN CERTIFICATE-----
...
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
...
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
...
-----END CERTIFICATE-----             

11. 次のコマンドを実行して、この証明書をキーストアに追加し、MSK ブローカーと対話するときに提示
できるようにします。

keytool -keystore kafka.client.keystore.jks -import -file signed-certificate-from-acm -
alias Example-Alias -storepass Your-Store-Pass -keypass Your-Key-Pass

12. 次の内容で、client.properties という名前のファイルを作成します。トラストストアとキースト
アの場所を、kafka.client.truststore.jks を保存したパスに調整します。{#### KAFKA ##
###} ################## Kafka ####################。

security.protocol=SSL
ssl.truststore.location=/tmp/kafka_2.12-{YOUR KAFKA VERSION}/
kafka.client.truststore.jks
ssl.keystore.location=/tmp/kafka_2.12-{YOUR KAFKA VERSION}/kafka.client.keystore.jks
ssl.keystore.password=Your-Store-Pass
ssl.key.password=Your-Key-Pass

認証を使用してメッセージを生成および消費するには
1. 次のコマンドを実行して、トピックを作成します。

<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-topics.sh --create --zookeeper ZooKeeper-
Connection-String --replication-factor 3 --partitions 1 --topic ExampleTopic

2. 次のコマンドを実行して、コンソールプロデューサーを起動します。client.properties という名
前のファイルは、前の手順で作成したファイルです。
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<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-console-producer.sh --broker-
list BootstrapBroker-String --topic ExampleTopic --producer.config client.properties

3. クライアントマシンの新しいコマンドウィンドウで、次のコマンドを実行してコンソールコンシュー
マーを起動します。

<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-console-consumer.sh --bootstrap-
server BootstrapBroker-String --topic ExampleTopic --consumer.config client.properties

4. プロデューサーウィンドウにメッセージを入力し、コンシューマーウィンドウに表示されるようにし
ます。

AWSSecrets Manager によるサインイン認証情報の認
証
AWSSecrets Manager を使用して保存および保護されているサインイン認証情報を使用して、Amazon 
MSK クラスターへのアクセスを制御できます。ユーザーの認証情報を Secrets Manager に保存すると、
認証情報の監査、更新、ローテーションなど、クラスター認証のオーバーヘッドが削減されます。Secrets 
Manager を使用すると、クラスター間でユーザー資格情報を共有することもできます。

このトピックには、次のセクションが含まれています。
• 使用方法 (p. 138)
• Amazon MSK クラスターの SASL/SCRAM 認証のセットアップ (p. 138)
• ユーザーの使用 (p. 141)
• 制限事項 (p. 141)

使用方法
Amazon MSK のサインイン認証情報認証では、SASL/SCRAM (Simple Authentication and Security Layer/
Salted Challenge Response Mechanism) 認証を使用します。クラスターのサインイン認証情報認証を設
定するには、AWSSecrets Manager でシークレットリソースを作成し、サインイン認証情報をそのシーク
レットに関連付けます。

SASL/SCRAMは、RFC 5802で定義されています。SCRAM は、セキュリティで保護されたハッシュアル
ゴリズムを使用し、クライアントとサーバー間でプレーンテキストのサインイン認証情報を送信しませ
ん。

Note

クラスターに SASL/SCRAM 認証を設定すると、Amazon MSK はクライアントとブローカー間の
すべてのトラフィックに対して TLS 暗号化をオンにします。

Amazon MSK クラスターの SASL/SCRAM 認証のセットアップ
AWS Secrets Manager でシークレットを設定するには、「AWS Secrets Manager ユーザーガイド」
のシークレットの作成と取得のチュートリアルに従ってください。

Amazon MSK クラスターのシークレットを作成するときは、次の要件に注意してください。

• シークレットタイプには、他のタイプのシークレット (API キーなど) を選択します。
• シークレット名は、AmazonMSK_ で始まる必要があります。
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• 既存のカスタム AWS KMS キーを使用するか、シークレット用に新しいカスタム AWS KMS キーを作成
する必要があります。Secrets Manager は、デフォルトでシークレットにデフォルトの AWS KMS キー
を使用します。

Important

デフォルトの AWS KMS キーで作成されたシークレットは、Amazon MSK クラスターでは使用
できません。

• Plaintext オプションを使用してキーと値のペアを入力するには、ログイン認証情報データが次の形式で
ある必要があります。

{ 
  "username": "alice", 
  "password": "alice-secret"
}

• シークレットの ARN (Amazon リソース名) 値をレコードします。
• Important

Secrets Manager シークレットを、で説明されている制限を超えるクラスターに関連付ける
ことはできませんthe section called “ クラスターを適切なサイズにする:ブローカーのパーティ
ション数” (p. 207)。

• AWS CLI を使用してシークレットを作成する場合は、kms-key-id パラメータにキー ID または ARN 
を指定します。エイリアスを指定しないでください。

• シークレットをクラスターに関連付けるには、Amazon MSK  BatchAssociateScramSecretコンソールま
たはオペレーションのいずれかを使用します。

Important

シークレットをクラスターに関連付けると、Amazon MSK はそのシークレットにリソースポリ
シーをアタッチします。これにより、クラスターは定義したシークレット値にアクセスして読
み取ることができます。このリソースPolicy] は変更しないでください。そうすることで、クラ
スターがシークレットにアクセスするのを防ぐことができます。

次の BatchAssociateScramSecret オペレーションの JSON 入力の例は、シークレットをクラス
ターに関連付けます。

{ 
  "clusterArn" : "arn:aws:kafka:us-west-2:0123456789019:cluster/SalesCluster/abcd1234-
abcd-cafe-abab-9876543210ab-4",           
  "secretArnList": [ 
    "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:0123456789019:secret:AmazonMSK_MyClusterSecret" 
  ]
}

サインイン認証情報を使用してクラスターに接続する

シークレットを作成してクラスターに関連付けたら、クライアントをクラスターに接続できます。以下の
手順例は、SASL/SCRAM認証を使用するクラスターにクライアントを接続する方法と、サンプルトピック
を生成して使用する方法を示しています。

1. 次のコマンドを使用して、クラスターの詳細を取得します。クラスターの Amazon リソースネーム 
(ARN) ClusterArnに置き換えます。

aws kafka describe-cluster --cluster-arn "ClusterArn"
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コマンドの JSON 結果から、ZookeeperConnectString指定された文字列に関連付けられた値を保
存します。

2. サンプルトピックを作成するには、クライアントマシンで次のコマンドを実行しま
す。ZookeeperConnectString前のステップで録音した文字列に置き換えます。

<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-topics.sh --create --
zookeeper ZookeeperConnectString --replication-factor 3 --partitions 1 --
topic ExampleTopicName

3. クライアントマシンで、シークレットに保存されているユーザー認証情報を含む JAAS 構成ファイル
を作成します。例えば、ユーザー alice の場合、次の内容のusers_jaas.confという名前のファイ
ルを作成します。

KafkaClient { 
   org.apache.kafka.common.security.scram.ScramLoginModule required 
   username="alice" 
   password="alice-secret";
};

4. 次のコマンドを使用して、JAAS ConfigKAFKA_OPTS ファイルを環境パラメータとしてエクスポート
します。

export KAFKA_OPTS=-Djava.security.auth.login.config=<path-to-jaas-file>/users_jaas.conf

5. kafka.client.truststore.jks./tmpディレクトリにという名前のファイルを作成します。
6. 次のコマンドを使用して、JVMcacerts フォルダーから JK キーストアファイル

を、kafka.client.truststore.jks前のステップで作成したファイルにコピーしま
す。JDKFolder をインスタンスの JDK フォルダの名前に置き換えます。たとえば、JDK フォルダに
は名前が付いている場合がありますjava-1.8.0-openjdk-1.8.0.201.b09-0.amzn2.x86_64。

cp /usr/lib/jvm/JDKFolder/jre/lib/security/cacerts /tmp/kafka.client.truststore.jks

7. Apache Kafkabin インストールのディレクトリで、次の内容のクライアントプロパティファイルを作
成します。client_sasl.propertiesこのファイルは、SASL メカニズムとプロトコルを定義しま
す。

security.protocol=SASL_SSL
sasl.mechanism=SCRAM-SHA-512
ssl.truststore.location=<path-to-keystore-file>/kafka.client.truststore.jks

8. 次のコマンドを使用して、ブートストラップブローカーの文字列を取得します。クラスターの 
Amazon リソースネーム (ARN) ClusterArnに置き換えます。

aws kafka get-bootstrap-brokers --cluster-arn ClusterArn

コマンドの JSON 結果から、BootstrapBrokerStringSaslScram指定された文字列に関連付けら
れた値を保存します。

9. 作成したサンプルトピックを作成するには、クライアントマシンで次のコマンドを実行しま
す。BootstrapBrokerStringSaslScram前のステップで取得した値に置き換えます。

<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-console-producer.sh --broker-
list BootstrapBrokerStringSaslScram --topic ExampleTopicName --producer.config 
 client_sasl.properties

10. 作成したトピックから消費するには、クライアントマシンで次のコマンドを実行しま
す。BootstrapBrokerStringSaslScram以前に取得した値に置き換えます。

140



Amazon Managed Streaming for 
Apache Kafka デベロッパーガイド

Apache Kafka ACL

<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-console-consumer.sh --bootstrap-
server BootstrapBrokerStringSaslScram --topic ExampleTopicName --from-beginning --
consumer.config client_sasl.properties

ユーザーの使用
ユーザーの作成：キーバリューのペアとして秘密のユーザーを作成します。Secrets Manager コンソール
でプレーンテキストオプションを使用する場合は、サインイン認証情報を次の形式で指定する必要があり
ます。

{ 
  "username": "alice", 
  "password": "alice-secret"
}

ユーザーアクセスの取り消し：クラスターにアクセスするためのユーザーの認証情報を取り消すには、最
初にクラスターの ACL を削除または適用してから、シークレットの関連付けを解除することをお勧めしま
す。これは、次の理由によるものです。

• ユーザーを削除しても、既存の接続は閉じられません。
• シークレットへの変更が反映されるまでに最大 10 分かかります。

Amazon MSK で ACL を使用する方法については、「Apache Kafka ACL (p. 141)」を参照してくださ
い。

ユーザーが ACL を変更できないように、zookeeper ノードへのアクセスを制限することをお勧めします。
詳細については、「Apache へのアクセスの制御 ZooKeeper (p. 143)」を参照してください。

制限事項
SCRAM シークレットを使用する場合は、次の制限に注意してください。

• Amazon MSK は、SCRAM-SHA-512 認証のみをサポートします。
• Amazon MSK クラスターには、最大 1000 人のユーザーを含めることができます。
• AWS KMS keyはシークレットと一緒に使用する必要があります。デフォルトの Secrets Manager 暗号

化キーを使用するシークレットを Amazon MSK で使用することはできません。KMS キーの作成につい
ては、「対称暗号化 KMS キーの作成」を参照してください。

• Secrets Manager で非対称 KMS キーを使用することはできません。
• BatchAssociateScramSecretオペレーションを使用して、一度に最大 10 個のシークレットをクラスター

に関連付けることができます。
• Amazon MSK クラスターに関連付けられているシークレットの名前には、プレフィックス Amazon 

MSK_ が必要です。
• Amazon MSK クラスターに関連付けられているシークレットは、クラスターと同じ Amazon Web 

Services アカウントおよび AWS リージョンに存在する必要があります。

Apache Kafka ACL
Apache Kafka にはプラガブルなオーソライザーがあり、Apache を使用してすべての ACL out-of-box 
ZooKeeper を保存するオーソライザー実装が付属しています。Amazon MSK では、ブローカーの
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server.properties ファイルでこのオーソライザーが有効になります。Apache Kafka バージョン 
2.4.1 の場合、オーソライザーはです AclAuthorizer。Apache Kafka の以前のバージョンの場合、そうです 
SimpleAclAuthorizer。

Apache Kafka ACL の形式は、「プリンシパル P は [許可/拒否] オペレーション O です。 ResourcePattern 
RP に一致する任意のリソース R のホスト H から」です。RP が特定のリソース R と一致しない場合、R 
には ACL が関連付けられていないため、スーパーユーザー以外は R にアクセスできません。この Apache 
Kafka の動作を変更するには、プロパティ allow.everyone.if.no.acl.found を true に設定しま
す。Amazon MSK は、デフォルトで true に設定します。これは、Amazon MSK クラスターでは、リソー
スに ACL を明示的に設定しない場合、すべてのプリンシパルがこのリソースにアクセスできることを意味
します。リソースで ACL を有効にすると、許可されたプリンシパルのみがリソースにアクセスできます。
トピックへのアクセスを制限し、TLS 相互認証を使用してクライアントを承認する場合は、Apache Kafka 
オーソライザー CLI を使用して ACL を追加します。ACL の追加、削除、および一覧表示の詳細について
は、Kafka 認可コマンドラインインターフェイスを参照してください。

クライアントに加えて、ブローカーがプライマリパーティションからメッセージを複製できるように、す
べてのブローカーにトピックへのアクセスを許可する必要もあります。ブローカーがトピックにアクセス
できない場合、トピックのレプリケーションは失敗します。

トピックに対する読み取りおよび書き込みアクセス権を追加するか削除するには

1. ブローカーを ACL テーブルに追加して、ACL が設定されているすべてのトピックから読み取りを実
行できるようにします。ブローカーにトピックへの読み取りアクセスを許可するには、MSK クラス
ターと通信できるクライアントマシンで次のコマンドを実行します。

ZooKeeper-###### Apache ZooKeeper 接続文字列に置き換えてください。この文字列を取得する
方法については、「the section called “Apache ZooKeeper 接続文字列の取得” (p. 22)」を参照してく
ださい。

Distinguished-Name をクラスターのブートストラップブローカーの DNS に置き換え、この識
別名の最初のピリオドより前の文字列をアスタリスク (*) に置き換えます。たとえば、クラスター
のブートストラップブローカーの 1 つに DNS b-6.mytestcluster.67281x.c4.kafka.us-
east-1.amazonaws.com がある場合は、以下のコマンドの Distinguished-Name を
*.mytestcluster.67281x.c4.kafka.us-east-1.amazonaws.com に置き換えます。ブートス
トラップブローカーを取得する方法については、「the section called “ブートストラップブローカーの
取得” (p. 23)」を参照してください。

<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-acls.sh --authorizer-properties 
 zookeeper.connect=ZooKeeper-Connection-String --add --allow-principal 
 "User:CN=Distinguished-Name" --operation Read --group=* --topic Topic-Name

2. トピックへの読み取りアクセス権を付与するには、クライアントマシンで次のコマンドを実行しま
す。相互 TLS 認証を使用する場合は、####################################。

<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-acls.sh --authorizer-properties 
 zookeeper.connect=ZooKeeper-Connection-String --add --allow-principal 
 "User:CN=Distinguished-Name" --operation Read --group=* --topic Topic-Name

読み取りアクセス権を削除するには、同じコマンドを実行し、--add を --remove に置き換えま
す。

3. トピックへの書き込みアクセス権を付与するには、クライアントマシンで次のコマンドを実行しま
す。相互 TLS 認証を使用する場合は、####################################。

<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-acls.sh --authorizer-properties 
 zookeeper.connect=ZooKeeper-Connection-String --add --allow-principal 
 "User:CN=Distinguished-Name" --operation Write --topic Topic-Name
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書き込みアクセス権を削除するには、同じコマンドを実行し、--add を --remove に置き換えま
す。

Amazon MSK クラスターのセキュリティグループ
の変更

このページでは、既存の MSK クラスターのセキュリティグループを変更する方法について説明します。
特定のユーザーにアクセスを提供したり、クラスターへのアクセスを制限したりするために、クラスター
のセキュリティグループを変更する必要がある場合があります。セキュリティグループの詳細について
は、「Amazon VPC ユーザーガイド」のVPCのセキュリティグループを参照してください。

1. ListNodesAPI またはの list-nodes コマンドを使用して、クラスタ内のブローカーのリストを取得し
ます。AWS CLIこのオペレーションの結果には、ブローカーに関連付けられている Elastic Network 
Interface (ENI) の ID が含まれます。

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

3. 画面の右上隅にあるドロップダウンリストを使用して、クラスターが展開されているリージョンを選
択します。

4. 左側のペインの Network & Security (ネットワークとセキュリティ) で、Network Interfaces (ネット
ワークインターフェイス) を選択します。

5. 最初のステップで取得した最初の ENI を選択します。画面上部の Actions (アクション) メニューを選
択し、[Change Security Groups] (セキュリティグループの変更) を選択します。この ENI に新しいセ
キュリティグループを割り当てます。最初のステップで取得した ENI ごとに、このステップを繰り返
します。

Note

Amazon EC2 コンソールを使用してクラスターのセキュリティグループに加えた変更
は、ネットワーク設定の MSK コンソールには反映されません。

6. クライアントがブローカーにアクセスできるように、新しいセキュリティグループのルールを構成し
ます。セキュリティグループルールの設定については、「Amazon VPC ユーザーガイド」のルールの
追加、削除、更新を参照してください。

Important

クラスターのブローカーに関連付けられているセキュリティグループを変更してから、そのクラ
スターに新しいブローカーを追加すると、Amazon MSK は、クラスターの作成時にクラスターに
関連付けられていた元のセキュリティグループに新しいブローカーを関連付けます。ただし、ク
ラスターが正しく機能するには、すべてのブローカーが同じセキュリティグループに関連付けら
れている必要があります。したがって、セキュリティグループを変更した後に新しいブローカー
を追加する場合は、前の手順を再度実行して、新しいブローカーの ENI を更新する必要がありま
す。

Apache へのアクセスの制御 ZooKeeper
セキュリティ上の理由から、Amazon MSK クラスターの一部である Apache ZooKeeper ノードへのアクセ
スを制限できます。ノードへのアクセスを制限するには、それらに別のセキュリティグループを割り当て
ます。その後、そのセキュリティグループにアクセスできるユーザーを決定できます。

このトピックには、次のセクションが含まれています。
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• Apache ZooKeeper ノードを別のセキュリティグループに配置するには (p. 144)
• Apache での TLS セキュリティの使用 ZooKeeper (p. 144)

Apache ZooKeeper ノードを別のセキュリティグルー
プに配置するには
1. クラスターの Apache ZooKeeper 接続文字列を取得します。この方法の詳細は、「the section called 

“Apache ZooKeeper 接続文字列の取得” (p. 22)」を参照してください。接続文字列には、Apache 
ZooKeeper ノードの DNS 名が含まれます。

2. host や ping などのツールを使用して、前の手順で取得した DNS 名を IP アドレスに変換します。
この手順の後半で必要になるため、これらの IP アドレスを保存します。

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

4. 左側のペインの [Network & Security (ネットワークとセキュリティ)] で、[Network Interfaces (ネット
ワークインターフェイス)] を選択します。

5. ネットワークインターフェイスのテーブルの上にある検索フィールドに、クラスターの名前を入力
し、「return」と入力します。これにより、テーブルに表示されるネットワークインターフェイスの
数を、クラスターに関連付けられたインターフェイスの数に制限します。

6. リストの最初のネットワークインターフェイスに対応する行の先頭にあるチェックボックスをオンに
します。

7. ページの下部にある詳細ペインで、[Primary private IPv4 IP (プライマリプライベート IPv4 IP)] を探
します。この IP アドレスが、この手順の最初のステップで取得した IP アドレスのいずれかと一致す
る場合、このネットワークインターフェイスはクラスターの一部である Apache ZooKeeper ノード
に割り当てられていることになります。それ以外の場合は、このネットワークインターフェイスの
隣にあるチェックボックスをオフにして、リスト内の次のネットワークインターフェイスを選択しま
す。ネットワークインターフェイスを選択する順序は関係ありません。以降のステップでは、Apache 
ZooKeeper ノードに割り当てられているすべてのネットワークインターフェイスで、同じオペレー
ションを 1 つずつ実行します。

8. Apache ZooKeeper ノードに対応するネットワークインターフェースを選択したら、ページ上部の
「アクション」メニューを選択し、「セキュリティグループの変更」を選択します。このネットワー
クインターフェイスに新しいセキュリティグループを割り当てます。セキュリティグループの作成に
ついては、Amazon VPC ドキュメントのセキュリティグループの作成を参照してください。

9. 前のステップを繰り返して、クラスターの Apache ZooKeeper ノードに関連付けられているすべての
ネットワークインターフェイスに同じ新しいセキュリティグループを割り当てます。

10. これで、この新しいセキュリティグループにアクセスできるユーザーを選択できるようになりまし
た。セキュリティグループルールの設定については、Amazon VPC ドキュメントのルールの追加、削
除、更新を参照してください。

Apache での TLS セキュリティの使用 ZooKeeper
クライアントと Apache ZooKeeper ノード間の転送中の暗号化に TLS セキュリティを使用できま
す。Apache ZooKeeper ノードで TLS セキュリティを実装するには、次の手順を実行します。

• Apache で TLS セキュリティを使用するには、クラスターで Apache Kafka バージョン 2.5.1 以降を使用
する必要があります ZooKeeper。

• クラスターを作成または構成するときに TLS セキュリティを有効にします。Apache Kafka バージョ
ン 2.5.1 以降で TLS を有効にして作成されたクラスターは、Apache ZooKeeper エンドポイントで 
TLS セキュリティを自動的に使用します。TLS セキュリティの設定については、「暗号化の開始方
法 (p. 111)」を参照してください。

• DescribeCluster オペレーションを使用して TLS Apache ZooKeeper エンドポイントを取得します。
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• kafka-configs.shkafka-acls.shおよびツール、 ZooKeeper またはシェルで使用する Apache 
ZooKeeper 設定ファイルを作成します。各ツールでは、--zk-tls-config-fileパラメーターを使用
して Apache ZooKeeper 設定を指定します。

次の例は、典型的な Apache ZooKeeper 設定ファイルを示しています。

zookeeper.ssl.client.enable=true
zookeeper.clientCnxnSocket=org.apache.zookeeper.ClientCnxnSocketNetty
zookeeper.ssl.keystore.location=kafka.jks
zookeeper.ssl.keystore.password=test1234
zookeeper.ssl.truststore.location=truststore.jks
zookeeper.ssl.truststore.password=test1234

• その他のコマンド (などkafka-topics) の場合は、KAFKA_OPTS環境変数を使用して Apache 
ZooKeeper パラメーターを設定する必要があります。次の例は、ApacheKAFKA_OPTS ZooKeeper パラ
メーターを他のコマンドに渡すように環境変数を設定する方法を示しています。

export KAFKA_OPTS="
-Dzookeeper.clientCnxnSocket=org.apache.zookeeper.ClientCnxnSocketNetty  
-Dzookeeper.client.secure=true  
-Dzookeeper.ssl.trustStore.location=/home/ec2-user/kafka.client.truststore.jks
-Dzookeeper.ssl.trustStore.password=changeit"

KAFKA_OPTS環境変数を設定すると、CLI コマンドを通常どおりに使用できます。次の例で
は、KAFKA_OPTS環境変数の Apache ZooKeeper 設定を使用して Apache Kafka トピックを作成しま
す。

<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-topics.sh --create --
zookeeper ZooKeeperTLSConnectString --replication-factor 3 --partitions 1 --topic 
 AWSKafkaTutorialTopic

Note

Apache ZooKeeper KAFKA_OPTS 設定ファイルで使用するパラメーターの名前と環境変数で使用
するパラメーターの名前は一貫していません。設定ファイルおよび KAFKA_OPTS 環境変数の、ど
のパラメーターでどの名前を使用するかに注意してください。

TLS を使用して Apache ZooKeeper ノードにアクセスする方法の詳細については、KIP-515: ZK クライア
ントが新しい TLS でサポートされている認証を使用できるようにするを参照してください。

ログ記録
Apache Kafka ブローカーログは、Amazon Logs、Amazon S3、Amazon CloudWatch Kinesis Data 
Firehose の 1 つ以上の宛先タイプに配信できます。AWS CloudTrail を使用して Amazon MSK API 呼び出
しをログに記録することもできます。

ブローカーログ
ブローカーログを使用すると、Apache Kafka アプリケーションのトラブルシューティングを行い、MSK 
クラスターとの通信を分析できます。新規または既存の MSK クラスターを設定して、INFO-level のブ
ローカーログを次のタイプの宛先リソースの 1 つ以上に配信できます: CloudWatch ロググループ、S3 バ
ケット、Kinesis Data Firehose 配信ストリーム。その後、Kinesis Data Firehose を使用して、配信スト
リームから OpenSearch サービスにログデータを配信できます。ブローカーログをクラスターに配信する
ようにクラスターを設定する前に、宛先リソースを作成する必要があります。Amazon MSK は、これらの
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宛先リソースがまだ存在しない場合、それらを作成しません。これらの 3 種類の宛先リソースとその作成
方法については、次のドキュメントを参照してください。

• CloudWatch アマゾンログ
• Simple Storage Service (Amazon S3)
• Amazon Kinesis Data Firehose

Note

Amazon MSK は、アジアパシフィック (大阪)、アジアパシフィック (ハイデラバード)、欧州 
(チューリッヒ) の各リージョンの Kinesis Data Firehose へのブローカーログの配信をサポートし
ていません。

必要なアクセス許可
Amazon MSK ブローカーログの宛先を設定するには、Amazon MSK アクションに使用する IAM ID 
に、AWS管理ポリシー:アマゾンMSKFullAccess (p. 122)ポリシーに記載されているアクセス権限が必要
です。

ブローカーのログを S3 バケットにストリーミングするには、s3:PutBucketPolicy権限も必要で
す。S3 バケットポリシーの詳細については、「S3 バケットポリシーを追加するにはどうすればよいです
か?」を参照してください。 Amazon S3 ユーザーガイドの「」を参照してください。一般的な IAM ポリ
シーの詳細については、 「IAM ユーザーガイド」のアクセス管理を参照してください。

SSE-KMS バケットで使用するために必要な KMS キーポリシー
AWS KMSカスタマーマネージドキー (SSE-KMS) を使用して S3 バケットのサーバー側の暗号化を有効に
した場合は、Amazon MSK がバケットにブローカーファイルを書き込めるように、KMS キーのキーポリ
シーに以下を追加します。

{ 
  "Sid": "Allow Amazon MSK to use the key.", 
  "Effect": "Allow", 
  "Principal": { 
    "Service": [ 
      "delivery.logs.amazonaws.com" 
    ] 
  }, 
  "Action": [ 
    "kms:Encrypt", 
    "kms:Decrypt", 
    "kms:ReEncrypt*", 
    "kms:GenerateDataKey*", 
    "kms:DescribeKey" 
  ], 
  "Resource": "*"
}

AWS Management Console を使用したブローカーログの設定
新しいクラスターを作成する場合は、Monitoring (モニタリング) セクションで ブローカーログ配信 の見出
しを探します。Amazon MSK がブローカーログを配信する宛先を指定できます。

既存のクラスターの場合は、クラスターのリストからクラスターを選択し、[プロパティ] タブを選択しま
す。「ログ配信」セクションまでスクロールし、「編集」ボタンを選択します。Amazon MSK がブロー
カーログを配信する宛先を指定できます。
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AWS CLI を使用したブローカーログの設定
create-cluster または update-monitoring コマンドを使用する場合は、オプションで logging-
info パラメータを指定し、次の例のように JSON 構造体を渡すことができます。この JSON では、3 つ
の送信先タイプはすべてオプションです。

{ 
  "BrokerLogs": { 
    "S3": { 
      "Bucket": "ExampleBucketName", 
      "Prefix": "ExamplePrefix", 
      "Enabled": true 
    }, 
    "Firehose": { 
      "DeliveryStream": "ExampleDeliveryStreamName", 
      "Enabled": true 
    }, 
    "CloudWatchLogs": { 
      "Enabled": true, 
      "LogGroup": "ExampleLogGroupName" 
    } 
  }
}

API を使用したブローカーログの設定
CreateClusterUpdateMonitoringまたはオペレーションに渡す JSONloggingInfo にオプションの構造を
指定できます。

Note

デフォルトでは、ブローカーロギングが有効になっている場合、Amazon MSK は INFO レベル
のログを指定された宛先に記録します。ただし、Apache Kafka 2.4.X 以降のユーザーは、ブロー
カーのログレベルを任意のlog4j ログレベルに動的に設定できます。ブローカーのログレベルを
動的に設定する方法については、KIP-412: 動的なアプリケーションログレベルをサポートするよ
うに管理者 API を拡張するを参照してください。ログレベルを DEBUG または TRACE に動的に設
定する場合は、ログの宛先として Amazon S3 または Kinesis Data Firehose を使用することをお
勧めします。Logs CloudWatch をログの宛先として使用し、DEBUGロギングを動的に有効にした
り、TRACEレベルを上げたりすると、Amazon MSK はログのサンプルを継続的に配信する場合が
あります。これはブローカーのパフォーマンスに大きな影響を与える可能性があるため、INFO ロ
グレベルが問題の根本原因を特定するのに十分なほど詳細でない場合にのみ使用する必要があり
ます。

AWS CloudTrail を使用した API 呼び出しのロギング
Note

AWS CloudTrailAmazon MSK のログは、を使用した場合にのみ利用できますIAM アクセスコント
ロール (p. 126)。

Amazon MSK はAWS CloudTrail、Amazon MSK のユーザー、ロール、またはAWSサービスによって実行
されたアクションのレコードを提供するサービスであると統合されています。 CloudTrail は、の API コー
ルをイベントとしてキャプチャします。キャプチャされた呼び出しには、Amazon MSK コンソールからの
呼び出しと Amazon MSK API オペレーションへのコード呼び出しが含まれます。また、トピックやグルー
プの作成や変更などの Apache Kafka アクションもキャプチャします。

追跡を作成する場合は、Amazon MSK CloudTrail のイベントを含め、Amazon S3 バケットへのイベント
の継続的な配信を有効にすることができます。証跡を設定しない場合でも、 CloudTrail コンソールのイ
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ベント履歴で最新のイベントを表示できます。によって収集された情報を使用して CloudTrail、Amazon 
MSK または Apache Kafka アクションに対して行われた要求、要求が行われた IP アドレス、要求を行っ
た人、要求が行われた日時などの詳細を調べて、Amazon MSK または Apache Kafka アクションに対して
どのようなリクエストが行われたかを判断できます。

設定や有効化の方法などの詳細については、AWS CloudTrailユーザーガイドを参照してください。 
CloudTrail

の Amazon MSK 情報 CloudTrail
CloudTrail アカウントを作成すると、Amazon Web Services アカウントで有効になります。サポートされ
ているイベントアクティビティが MSK クラスターで発生すると、そのアクティビティは、 CloudTrail イ
ベント履歴内の他のAWSサービスイベントとともにイベントに記録されます。アマゾン ウェブ サービス
アカウントでの最近のイベントを表示、検索、ダウンロードできます。詳細については、「 CloudTrail イ
ベント履歴でのイベントの表示」を参照してください。

Amazon MSK のイベントを含む、Amazon Web Services アカウントのイベントの継続的なレコードにつ
いては、追跡を作成してください。追跡により、 CloudTrail ログファイルを Amazon S3 バケットに配信
できます。デフォルトでは、コンソールで追跡を作成するときに、追跡がすべての リージョンに適用さ
れます。追跡は、AWSパーティションのすべてのリージョンからのイベントをログに記録し、指定した 
Amazon S3 バケットにログファイルを配信します。さらに、 CloudTrail より詳細な分析とログで収集され
たイベントデータをより詳細に分析して処理するように他の Amazon サービスを設定できます。詳細につ
いては、次を参照してください。

• 追跡を作成するための概要
• CloudTrail サポート対象のサービスと統合
• の Amazon SNS の Amazon SNS の Amazon SNS の CloudTrail
• CloudTrail  CloudTrail 複数のリージョンからのログファイルの受け取および複数のアカウントからのロ

グファイルの受け取る

Amazon MSK は、すべての Amazon MSK CloudTrail オペレーションをイベントとしてログファイルに記
録します。さらに、以下の Apache Kafka アクションをログに記録します。

• カフカクラスタ:DescribeClusterDynamicConfiguration
• カフカクラスタ:AlterClusterDynamicConfiguration
• カフカクラスタ:CreateTopic
• カフカクラスタ:DescribeTopicDynamicConfiguration
• カフカクラスタ:AlterTopic
• カフカクラスタ:AlterTopicDynamicConfiguration
• カフカクラスタ:DeleteTopic

各イベントまたはログエントリには、リクエストの生成者に関する情報が含まれます。同一性情報は次の
判断に役立ちます。

• リクエストが、ルートユーザーまたはAWS Identity and Access Management (IAM) ユーザー認証情報の
どちらを使用して送信されたか。

• リクエストが、ロールとフェデレーティッドユーザーのどちらの一時的なセキュリティ認証情報を使用
して送信されたか。

• リクエストが、別の AWS のサービスによって送信されたかどうか。

詳細については、「CloudTrail userIdentity 要素」を参照してください。
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例 : Amazon MSK ログ ファイルエントリ
追跡は、指定した Amazon S3 バケットにイベントをログファイルとして配信できるようにする設定で
す。 CloudTrail ログファイルには、1 つ以上のログエントリがあります。イベントはあらゆるソースから
の単一のリクエストを表し、リクエストされたアクション、アクションの日時、リクエストのパラメータ
などの情報が含まれます。 CloudTrail ログファイルは、パブリック API コールと Apache Kafka アクショ
ンの順序付けられたスタックトレースではないため、特定の順序では表示されません。

次の例は、DescribeClusterおよびDeleteCluster Amazon MSK CloudTrail アクションを示すログエ
ントリを示しています。

{ 
  "Records": [ 
    { 
      "eventVersion": "1.05", 
      "userIdentity": { 
        "type": "IAMUser", 
        "principalId": "ABCDEF0123456789ABCDE", 
        "arn": "arn:aws:iam::012345678901:user/Joe", 
        "accountId": "012345678901", 
        "accessKeyId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
        "userName": "Joe" 
      }, 
      "eventTime": "2018-12-12T02:29:24Z", 
      "eventSource": "kafka.amazonaws.com", 
      "eventName": "DescribeCluster", 
      "awsRegion": "us-east-1", 
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0", 
      "userAgent": "aws-cli/1.14.67 Python/3.6.0 Windows/10 botocore/1.9.20", 
      "requestParameters": { 
        "clusterArn": "arn%3Aaws%3Akafka%3Aus-east-1%3A012345678901%3Acluster
%2Fexamplecluster%2F01234567-abcd-0123-abcd-abcd0123efa-2" 
      }, 
      "responseElements": null, 
      "requestID": "bd83f636-fdb5-abcd-0123-157e2fbf2bde", 
      "eventID": "60052aba-0123-4511-bcde-3e18dbd42aa4", 
      "readOnly": true, 
      "eventType": "AwsApiCall", 
      "recipientAccountId": "012345678901" 
    }, 
    { 
      "eventVersion": "1.05", 
      "userIdentity": { 
        "type": "IAMUser", 
        "principalId": "ABCDEF0123456789ABCDE", 
        "arn": "arn:aws:iam::012345678901:user/Joe", 
        "accountId": "012345678901", 
        "accessKeyId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
        "userName": "Joe" 
      }, 
      "eventTime": "2018-12-12T02:29:40Z", 
      "eventSource": "kafka.amazonaws.com", 
      "eventName": "DeleteCluster", 
      "awsRegion": "us-east-1", 
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0", 
      "userAgent": "aws-cli/1.14.67 Python/3.6.0 Windows/10 botocore/1.9.20", 
      "requestParameters": { 
        "clusterArn": "arn%3Aaws%3Akafka%3Aus-east-1%3A012345678901%3Acluster
%2Fexamplecluster%2F01234567-abcd-0123-abcd-abcd0123efa-2" 
      }, 
      "responseElements": { 
        "clusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678901:cluster/
examplecluster/01234567-abcd-0123-abcd-abcd0123efa-2", 
        "state": "DELETING" 
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      }, 
      "requestID": "c6bfb3f7-abcd-0123-afa5-293519897703", 
      "eventID": "8a7f1fcf-0123-abcd-9bdb-1ebf0663a75c", 
      "readOnly": false, 
      "eventType": "AwsApiCall", 
      "recipientAccountId": "012345678901" 
    } 
  ]
}

以下の例は、 CloudTrail kafka-cluster:CreateTopicアクションのログエントリを示しています。

{ 
  "eventVersion": "1.08", 
  "userIdentity": { 
    "type": "IAMUser", 
    "principalId": "ABCDEFGH1IJKLMN2P34Q5", 
    "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Admin", 
    "accountId": "111122223333", 
    "accessKeyId": "CDEFAB1C2UUUUU3AB4TT", 
    "userName": "Admin" 
  }, 
  "eventTime": "2021-03-01T12:51:19Z", 
  "eventSource": "kafka-cluster.amazonaws.com", 
  "eventName": "CreateTopic", 
  "awsRegion": "us-east-1", 
  "sourceIPAddress": "198.51.100.0/24", 
  "userAgent": "aws-msk-iam-auth/unknown-version/aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.970 
 Linux/4.14.214-160.339.amzn2.x86_64 OpenJDK_64-Bit_Server_VM/25.272-b10 java/1.8.0_272 
 scala/2.12.8 vendor/Red_Hat,_Inc.", 
  "requestParameters": { 
    "kafkaAPI": "CreateTopics", 
    "resourceARN": "arn:aws:kafka:us-east-1:111122223333:topic/IamAuthCluster/3ebafd8e-
dae9-440d-85db-4ef52679674d-1/Topic9" 
  }, 
  "responseElements": null, 
  "requestID": "e7c5e49f-6aac-4c9a-a1d1-c2c46599f5e4", 
  "eventID": "be1f93fd-4f14-4634-ab02-b5a79cb833d2", 
  "readOnly": false, 
  "eventType": "AwsApiCall", 
  "managementEvent": true, 
  "eventCategory": "Management", 
  "recipientAccountId": "111122223333"
}

Amazon Managed Streaming for Apache Kafka の
コンプライアンス検証

サードパーティーの監査人は、AWS コンプライアンスプログラムの一環として、Amazon Managed 
Streaming for Apache Kafka とコンプライアンスを評価します。これらには、PCI および HIPAA BAA が含
まれます。

特定のコンプライアンス プログラムの範囲内の AWS サービスのリストについては、コンプライアンスプ
ログラムによる範囲内の Amazon サービスを参照してください。一般的な情報については、AWS コンプ
ライアンスプログラムを参照してください。

AWS Artifact を使用して、サードパーティーの監査レポートをダウンロードできます。詳細について
は、AWS Artifact でのレポートのダウンロードを参照してください。
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Amazon MSK を使用する際のコンプライアンスの責任は、データの機密性、会社のコンプライアンスの目
的、および適用される法律と規制によって決まります。 AWS は、コンプライアンスに役立つ次のリソー
スを提供します。

• セキュリティとコンプライアンスのクイックスタート ガイド – これらのデプロイ ガイドでは、アーキテ
クチャに関する考慮事項について説明し、セキュリティとコンプライアンスに重点を置いたベースライ
ン環境を AWS に展開するためのステップを示します。

• HIPAA セキュリティおよびコンプライアンスホワイトペーパーのアーキテクチャの設計 - このホワイト
ペーパーでは、企業が AWS を使用して HIPAA 準拠のアプリケーションを作成する方法について説明し
ます。

• AWS コンプライアンスのリソース - このワークブックおよびガイドのコレクションは、ユーザーの業界
や地域で使用できるかもしれません。

• AWS Config デベロッパーガイドのルールでのリソースの評価 - AWS Config サービスでは、自社のプラ
クティス、業界ガイドライン、および規制に対するリソースの設定の準拠状態を評価します。

• AWS Security Hub：この AWS のサービスでは、AWS 内のセキュリティ状態を包括的に表示してお
り、セキュリティ業界の標準およびベストプラクティスへの準拠を確認するのに役立ちます。

Amazon Managed Streaming for Apache Kafka の
復元力

AWS のグローバルインフラストラクチャは AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンを中心に構築
されます。AWSリージョンには、低レイテンシー、高いスループット、そして高度の冗長ネットワーク
で Connect されている複数の物理的に独立・隔離されたアベイラビリティーゾーンがあります。アベイラ
ビリティーゾーンでは、ゾーン間で中断することなく自動的にフェイルオーバーするアプリケーションと
データベースを設計および運用することができます。アベイラビリティーゾーンは、従来の単一または複
数のデータセンターインフラストラクチャよりも可用性、耐障害性、および拡張性が優れています。

AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンの詳細については、「AWS グローバルインフラストラク
チャ」を参照してください。

Amazon Managed Streaming for Apache Kafka 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として、Amazon Managed Streaming for Apache Kafkaは、Amazon Web Services : 
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
ティ手順によって保護されています。

AWS で公開された API コールを使用して、ネットワーク経由で Amazon MSK にアクセスします。クラ
イアントで Transport Layer Security (TLS) 1.0 以降がサポートされている必要があります。TLS 1.2 以降
が推奨されています。また、Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) や Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman 
(ECDHE) などの Perfect Forward Secrecy (PFS) を使用した暗号スイートもクライアントでサポートされ
ている必要があります。これらのモードは、Java 7 以降など、最近のほとんどのシステムでサポートされ
ています。

また、リクエストは、アクセスキー ID と、IAM プリンシパルに関連付けられているシークレットアクセス
キーを使用して署名する必要があります。または、AWS Security Token Service (AWS STS) を使用して、
一時セキュリティ認証情報を生成し、リクエストに署名することもできます。
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Amazon MSK クラスターへの接続
デフォルトでは、クライアントは、クラスターと同じ VPC 内にある場合にのみ MSK クラスターにアクセ
スできます。クラスターと同じ VPC にあるクライアントから MSK クラスターに接続するには、クラス
ターのセキュリティグループに、クライアントのセキュリティグループからのトラフィックを受け入れる
インバウンドルールがあることを確認してください。これらのルールの設定については、セキュリティグ
ループルールを参照してください。クラスターと同じ VPC にある Amazon EC2 インスタンスからクラス
ターにアクセスする方法の例については、「はじめに (p. 5)」を参照してください。

クラスターの VPC の外部にあるクライアントから MSK クラスターに接続するには、「クラスターの 
VPC AWS内と外部からのアクセス」を参照してください。

トピック
• 公開アクセス (p. 152)
• AWS 内かつクラスターの VPC 外からのアクセス (p. 155)

公開アクセス
Amazon MSK には、Apache Kafka 2.6.0 以降のバージョンを実行している MSK クラスターのブローカー
への公開アクセスをオンにするオプションがあります。セキュリティ上の理由から、MSK クラスターの作
成中に公開アクセスをオンにすることはできません。ただし、既存のクラスターを更新して、公開アクセ
スできるようにすることができます。また、新しいクラスターを作成してから更新して、公開アクセスで
きるようにすることもできます。

追加費用なしで MSK クラスターへの公開アクセスをオンにすることができますが、クラスター内外の
データ転送にはスタンダードのAWS データ転送コストが適用されます。料金については、Amazon EC2 
オンデマンド料金をご覧ください。

クラスターへの公開アクセスをオンにするには、最初にクラスターが次のすべての条件を満たしているこ
とを確認してください。

• クラスターに関連付けられているサブネットは公開である必要があります。つまり、サブネットには、
インターネットゲートウェイが接続されたルートテーブルが関連付けられている必要があります。イン
ターネットゲートウェイを作成して接続する方法については、Amazon VPC ユーザーガイドのインター
ネットゲートウェイを参照してください。

• 認証されていないアクセス制御をオフにし、次のアクセス制御方法の少なくとも 1 つをオンにする必要
があります : SASL/IAM、SASL/SCRAM、mTLS。クラスターのアクセス制御方式を更新する方法につい
ては、「the section called “セキュリティを更新する” (p. 36)」を参照してください。

• クラスター内の暗号化をオンにする必要があります。「オン」は、クラスターを作成するときのデフォ
ルト設定です。暗号化をオフにして作成されたクラスターのクラスター内で暗号化をオンにすることは
できません。したがって、クラスター内の暗号化をオフにして作成されたクラスターの公開アクセスを
オンにすることはできません。

• ブローカーとクライアント間のプレーンテキストトラフィックは、オフにする必要があります。オンに
なっている場合にオフにする方法については、「the section called “セキュリティを更新する” (p. 36)」
を参照してください。

• SASL/SCRAM または mTLS アクセスコントローラー方式を使用している場合は、クラスターに Apache 
Kafka ACL を設定する必要があります。クラスターに Apache Kafka ACL を設定した後、クラスター
の設定を更新して、クラスターのプロパティ allow.everyone.if.no.acl.found を false に設定
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します。クラスターの設定を更新する方法については、「the section called “設定操作” (p. 57)」を参照
してください。IAM アクセス制御を使用している場合、認可ポリシーを適用したり、認可ポリシーを
更新したりする場合は、「the section called “IAM アクセスコントロール” (p. 126)」を参照してくださ
い。Apache Kafka ACL の詳細については、「the section called “Apache Kafka ACL” (p. 141)」を参照し
てください。

MSK クラスターが上記の条件を満たしていることを確認したら、AWS Management Console、AWS 
CLI、または Amazon MSK API を使用して公開アクセスをオンにできます。クラスターへの公開アクセス
をオンにすると、そのクラスターの公開ブートストラップブローカー文字列を取得できます。クラスター
のブートストラップブローカーを取得する方法については、「the section called “ブートストラップブロー
カーの取得” (p. 23)」を参照してください。

Important

公開アクセスをオンにすることに加えて、クラスターのセキュリティグループに IP アドレスから
の公開アクセスを許可するインバウンド TCP ルールがあることを確認してください。これらの
ルールを可能な限り制限することをお勧めします。セキュリティグループとインバウンドルール
の詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」のVPC のセキュリティグループを参照し
てください。ポート番号については、「the section called “ポート情報” (p. 166)」を参照してく
ださい。クラスターのセキュリティグループを変更する方法については、「the section called “セ
キュリティグループの変更” (p. 143)」を参照してください。

Note

次の手順を使用して公開アクセスをオンにしても、クラスターにアクセスできない場合は、
「the section called “パブリックアクセスが有効になっているクラスターにアクセスできな
い” (p. 204)」を参照してください。

コンソールを使用して公開アクセスをオンにする

1. AWS Management Console にサインインし、Amazon MSK コンソール https:// 
console.aws.amazon.com/msk/home?region=us-east-1#/home/ を開きます。

2. クラスターのリストで、公開アクセスをオンにするクラスターを選択します。
3. [プロパティ] タブを選択し、[ネットワーク設定] セクションを探します。
4. Edit public access (公開アクセスの編集) を選択します。

AWS CLI を使用して公開アクセスをオンにする

1. 次のAWS CLIコマンドを実行し、Clurent-Cluster-Version を ARN ClusterArnとクラスター
の現在のバージョンに置き換え、次のコマンドを実行します。クラスターの現在のバージョンを確認
するには、DescribeClusterオペレーションまたは describe-clusterAWS CLI コマンドを使用します。
サンプルのバージョンは KTVPDKIKX0DER です。

aws kafka update-connectivity --cluster-arn ClusterArn --current-
version Current-Cluster-Version --connectivity-info '{"PublicAccess": {"Type": 
 "SERVICE_PROVIDED_EIPS"}}'

この update-connectivity コマンドの出力は、次の JSON の例のようになります。

{ 
    "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster/exampleClusterName/
abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2", 
    "ClusterOperationArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster-
operation/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2/0123abcd-
abcd-4f7f-1234-9876543210ef"
}
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Note

公開アクセスをオフにするには、同様の AWS CLI コマンドを使用しますが、代わりに次の接
続情報を使用します。

'{"PublicAccess": {"Type": "DISABLED"}}'

2. update-connectivityオペレーションの結果を取得するには、次のコマンドを実行し、コマンドの
出力で取得した ARN ClusterOperationArnに置き換え、update-connectivity次のコマンドを
実行します。

aws kafka describe-cluster-operation --cluster-operation-arn ClusterOperationArn

この describe-cluster-operation コマンドの出力は、次の JSON の例のようになります。

{ 
    "ClusterOperationInfo": { 
        "ClientRequestId": "982168a3-939f-11e9-8a62-538df00285db", 
        "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster/exampleClusterName/
abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2", 
        "CreationTime": "2019-06-20T21:08:57.735Z", 
        "OperationArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster-
operation/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2/0123abcd-
abcd-4f7f-1234-9876543210ef", 
        "OperationState": "UPDATE_COMPLETE", 
        "OperationType": "UPDATE_CONNECTIVITY", 
        "SourceClusterInfo": { 
            "ConnectivityInfo": { 
                "PublicAccess": { 
                    "Type": "DISABLED" 
                } 
            } 
        }, 
        "TargetClusterInfo": { 
            "ConnectivityInfo": { 
                "PublicAccess": { 
                    "Type": "SERVICE_PROVIDED_EIPS" 
                } 
            } 
        } 
    }
}

OperationState の値が UPDATE_IN_PROGRESS の場合は、しばらく待ってから再度 describe-
cluster-operation コマンドを実行します。

Amazon MSK API を使用して公開アクセスをオンにする

• API を使用してクラスターへの公開アクセスをオンまたはオフにするには、「」を参照してくださ
いUpdateConnectivity。

Note

セキュリティ上の理由から、Amazon MSK は Apache ZooKeeper ノードへの公開アクセスを許
可していません。内から MSK クラスターの Apache ZooKeeper ノードへのアクセスを制御する
方法についてはAWS、「」を参照してくださいthe section called “Apache へのアクセスの制御 
ZooKeeper” (p. 143)。

154

https://docs.aws.amazon.com/msk/1.0/apireference/clusters-clusterarn-connectivity.html#UpdateConnectivityn


Amazon Managed Streaming for 
Apache Kafka デベロッパーガイド

内からのアクセスAWS

AWS 内かつクラスターの VPC 外からのアクセス
AWS 内かつクラスターの Amazon VPC の外側から MSK クラスターに接続するには、次のオプションが
あります。

Amazon VPC ピアリング
クラスターの VPC とは異なる VPC から MSK クラスターに接続するには、2 つの VPC 間にピアリング接
続を作成できます。VPC ピアリングについては、Amazon VPC ピアリングガイドを参照してください。

AWS Direct Connect
AWS Direct Connect は、スタンダードの 1 ギガビットまたは 10 ギガビットイーサネット光ファイバー
ケーブルを介して、オンプレミスネットワークを AWS にリンクします。ケーブルの一方の端はルーター
に接続され、もう一方の端は AWS Direct Connect ルーターに接続されています。この接続を確立する
と、ネットワークパスのインターネットサービスプロバイダーをバイパスして、AWS クラウドと Amazon 
VPC への仮想インターフェイスを直接作成できます。詳細については、AWS Direct Connectを参照してく
ださい。

AWS Transit Gateway
AWS Transit Gateway は、VPC とオンプレミスネットワークを単一のゲートウェイに接続できるようにす
るサービスです。AWS Transit Gateway の使用方法については、AWS Transit Gatewayを参照してくださ
い。

VPN 接続
次のトピックで説明されている VPN 接続オプションを使用して、MSK クラスターの VPC をリモート
ネットワークおよびユーザーに接続できます : VPN接続。

REST プロキシ
クラスターの Amazon VPC 内で実行されているインスタンスに REST プロキシをインストールできま
す。REST プロキシを使用すると、AWS プロデューサーとコンシューマーは HTTP API リクエストを介し
てクラスターと通信できます。

複数リージョンのマルチ VPC 接続
次のドキュメントでは、異なる リージョンに存在する複数の VPC の接続オプションについて説明します :
複数リージョンのマルチ VPC 接続。

単一リージョンのマルチ VPC プライベート接続
Apache Kafka (Amazon MSK AWS PrivateLink) クラスター用 Amazon マネージドストリーミング 
(Amazon MSK) クラスター用のマルチ VPC プライベート接続 (パワーバイ) は、さまざまな仮想プライ
ベートクラウド (VPC)AWS およびアカウントでホストされている Kafka クライアントを Amazon MSK ク
ラスターにすばやく接続できるようにする機能です。

クロスアカウントクライアント用のシングルリージョンマルチ VPC 接続を参照してください。

EC2-Classic
EC2-Classic インスタンスからクラスターに接続するには、次の手順を使用します。
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1. で説明されているガイダンスに従ってClassicLink、EC2-Classic インスタンスをクラスターの VPC に
接続します。

2. EC2-Classic インスタンスに関連付けられているプライベート IP を検索してコピーします。
3. を使用してAWS CLI、次のコマンドを実行し、お使いの MSK クラスターの Amazon リソースネーム 

(ARN) ClusterArnに置き換え、次のコマンドを実行します。

aws kafka describe-cluster --cluster-arn "ClusterArn"

4. describe-cluster コマンドの出力で、SecurityGroups を探し、MSK クラスターのセキュリ
ティグループの ID を保存します。

5. Amazon VPC コンソール https://console.aws.amazon.com/vpc/ を開きます。
6. 左側のペインで、[Security Groups (セキュリティグループ)] を選択します。
7. describe-cluster コマンドを実行した後で ID を保存したセキュリティグループを選択します。こ

のセキュリティグループに対応する行の先頭にあるボックスを選択します。
8. ページの下半分で、[Inbound Rules (インバウンドルール)] を選択します。
9. [ルールの編集]、[ルールの追加] の順に選択します。
10. [Type (タイプ)] フィールドで、ドロップダウンリストから [All traffic (すべてのトラフィック)] を選択

します。
11. [Source (ソース)] を [Custom (カスタム)] に設定したまま、EC2-Classic インスタンスのプライベート 

IP を入力し、その直後にスペースを入れずに /32 を入力します。
12. [Save Rules] (ルールの保存) を選択します。

単一リージョンでの Amazon MSK マルチ VPC プライ
ベート接続
Apache Kafka (Amazon MSK AWS PrivateLink) クラスター用 Amazon マネージドストリーミング 
(Amazon MSK) クラスター用のマルチ VPC プライベート接続 (パワーバイ) は、さまざまな仮想プライ
ベートクラウド (VPC)AWS およびアカウントでホストされている Kafka クライアントを Amazon MSK ク
ラスターにすばやく接続できるようにする機能です。

マルチ VPC プライベート接続は、マルチ VPC およびクロスアカウント接続のネットワークインフラスト
ラクチャを簡素化するマネージドソリューションです。クライアントは、 PrivateLink AWSすべてのトラ
フィックをネットワーク内に保持したまま Amazon MSK クラスターに接続できます。Amazon MSK クラ
スターのマルチ VPC プライベート接続は、Amazon MSKAWS が利用可能なすべてのリージョンで利用で
きます。

トピック
• マルチ VPC プライベート接続とは何ですか? (p. 157)
• マルチ VPC プライベート接続の利点 (p. 157)
• マルチ VPC プライベート接続の要件と制限 (p. 157)
• マルチ VPC プライベート接続の使用開始 (p. 157)
• クラスターの認証スキームを更新する (p. 162)
• Amazon MSK クラスターへのマネージド VPC 接続を拒否する (p. 164)
• Amazon MSK クラスターへのマネージド VPC 接続を削除する (p. 164)
• マルチ VPC プライベート接続の権限 (p. 164)
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マルチ VPC プライベート接続とは何ですか?
Amazon MSK のマルチ VPC プライベート接続は、さまざまな仮想プライベートクラウド (vPC)AWS とア
カウントでホストされている Apache Kafka クライアントを MSK クラスターに接続できるようにする接続
オプションです。

Amazon MSK は、クラスターポリシー [サンプルクラスターポリシーへのリンク] により、クロスアカウン
トアクセスを簡素化します。これらのポリシーにより、AWSクラスター所有者は他のアカウントに MSK 
クラスターへのプライベート接続を確立する権限を付与できます。

マルチ VPC プライベート接続の利点
マルチ VPC プライベート接続には、他の接続ソリューションに比べていくつかの利点があります。

• AWS PrivateLink 接続ソリューションの運用管理を自動化します。
• 接続している VPC 全体で IP を重複させることができるため、重複しない IP、複雑なピアリング、他の 

VPC 接続ソリューションに関連するルーティングテーブルを維持する必要がなくなります。

MSK クラスターのクラスターポリシーを使用して、MSK クラスターへのクロスアカウントプライベート
接続を設定する権限を持つアカウントを定義します。AWSクロスアカウント管理者は、適切なロールまた
はユーザーに権限を委任できます。IAM クライアント認証と一緒に使用すると、クラスターポリシーを使
用して、接続しているクライアントの Kafka データプレーンの権限を詳細に定義することもできます。

マルチ VPC プライベート接続の要件と制限
マルチ VPC プライベート接続を実行するには、次の MSK クラスター要件に注意してください。

• マルチ VPC プライベート接続は Apache Kafka 2.7.1 以降でのみサポートされています。MSK クラス
ターで使用するクライアントが、クラスターと互換性のある Apache Kafka バージョンを実行している
ことを確認してください。

• マルチ VPC プライベート接続は、IAM、TLS、および SASL/SRAM の認証タイプをサポートします。認
証されていないクラスターは、マルチ VPC プライベート接続を使用できません。

• マルチ VPC プライベート接続は t3.small インスタンスタイプをサポートしていません。
• マルチ VPC プライベート接続は、AWSリージョン間ではサポートされません。AWS同じリージョン内

のアカウントでのみサポートされます。
• Amazon MSK は、ZooKeeper ノードへのマルチ VPC プライベート接続をサポートしていません。

マルチ VPC プライベート接続の使用開始
トピック

• ステップ 1: アカウント A の MSK クラスターで、クラスターの IAM 認証スキームのマルチ VPC 接続
を有効にする (p. 158)

• ステップ 2: クラスターポリシーを MSK クラスターにアタッチする (p. 159)
• ステップ 3: クライアント管理の VPC 接続を設定するためのクロスアカウントユーザーアクショ

ン (p. 160)

このチュートリアルでは、マルチ VPC 接続を使用して Apache Kafka クライアントを MSK クラスター
に内部から、ただしクラスターの VPC の外側からプライベートに接続する方法の例としてAWS、一般的
な使用例を取り上げます。このプロセスでは、クロスアカウントユーザーは、必要なクライアント権限を
含め、各クライアントの MSK 管理 VPC 接続と構成を作成する必要があります。また、このプロセスで
は、MSK クラスターの所有者が MSK PrivateLink クラスターの接続を有効にし、認証スキームを選択して
クラスターへのアクセスを制御する必要があります。
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このチュートリアルのさまざまな部分では、この例に当てはまるオプションを選択します。これは、MSK 
クラスターまたはクライアント インスタンスを設定するために機能する唯一のオプションであることを意
味するものではありません。

このユースケースのネットワーク構成は次のとおりです。

• クロスアカウントユーザー (Kafka クライアント) と MSKAWS クラスターは同じネットワーク/リージョ
ンにありますが、アカウントは異なります。
• アカウント A の MSK クラスタ
• アカウント B の Kafka クライアント

• クロスアカウントユーザーは、IAM 認証スキームを使用して MSK クラスターにプライベートに接続し
ます。

このチュートリアルでは、Apache Kafka バージョン 2.7.1 以降で作成されたプロビジョニング済み
の MSK クラスターがあることを前提としています。構成プロセスを開始する前に、MSK クラスタが 
ACTIVE 状態になっている必要があります。潜在的なデータ損失やダウンタイムを避けるため、マルチ 
VPC プライベート接続を使用してクラスターに接続するクライアントは、クラスターと互換性のある 
Apache Kafka バージョンを使用する必要があります。

次の図は、AWS別のアカウントのクライアントに接続された Amazon MSK マルチ VPC 接続のアーキテク
チャを示しています。

ステップ 1: アカウント A の MSK クラスターで、クラスターの IAM 認証スキー
ムのマルチ VPC 接続を有効にする
MSK クラスタの所有者は、クラスタが作成されて ACTIVE 状態になった後に MSK クラスタの設定を行う
必要があります。

クラスター所有者は、クラスター上でアクティブになるすべての認証スキームについて、アクティブクラ
スターのマルチ VPC プライベート接続を有効にします。これは UpdateSecurity API または MSK コンソー
ルを使用して実行できます。IAM、SASL/SRAM、および TLS 認証スキームは、マルチ VPC プライベート
接続をサポートします。マルチ VPC プライベート接続は、認証されていないクラスターでは有効にできま
せん。

このユースケースでは、IAM 認証スキームを使用するようにクラスターを設定します。
Note

SASL/SCRAM認証スキームを使用するようにMSKクラスターを設定する場合、Apache Kafka 
ACLのプロパティ "allow.everyone.if.no.acl.found=false" は必須です。Apache カフカ 
ACL を参照してください。
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マルチ VPC プライベート接続設定を更新すると、Amazon MSK はブローカーノードのローリングリブー
トを開始し、ブローカー設定を更新します。完了までに 30 分以上かかることがあります。接続が更新さ
れている間は、クラスターに他の更新を行うことはできません。

コンソールを使用して、アカウント A のクラスターで選択した認証スキームのマルチ VPC を有
効にします。

1. クラスターが配置されているアカウントの Amazon MSK コンソールを https://
console.aws.amazon.com/msk/ で開きます。

2. ナビゲーションペインの [MSK クラスタ] で、[クラスタ] を選択し、アカウント内のクラスタのリスト
を表示します。

3. マルチ VPC プライベート接続用に設定するクラスターを選択します。クラスターは ACTIVE 状態で
なければなりません。

4. クラスターの [プロパティ] タブを選択し、[ネットワーク設定] に移動します。
5. [編集] ドロップダウンメニューを選択し、[マルチ VPC 接続を有効にする] を選択します。
6. このクラスターで有効にする認証タイプを 1 つ以上選択します。このユースケースでは、IAM ロール

ベース認証を選択します。
7. [Save Changes] (変更を保存) を選択します。

Example -クラスターでマルチ VPC プライベート接続認証スキームを有効にする 
UpdateConnectivity API

MSK コンソールの代わりに、UpdateConnectivity API を使用してマルチ VPC プライベート接続を有効に
し、ACTIVE クラスターで認証スキームを設定できます。次の例は、クラスターで IAM 認証スキームがオ
ンになっていることを示しています。

{ 
  "currentVersion": "K3T4TT2Z381HKD", 
  "connectivityInfo": { 
    "vpcConnectivity": { 
      "clientAuthentication": { 
        "sasl": { 
          "iam": { 
            "enabled": TRUE 
            } 
        } 
      } 
    } 
  }
}

Amazon MSK はプライベート接続に必要なネットワークインフラストラクチャを作成します。Amazon 
MSK は、プライベート接続を必要とする認証タイプごとに新しいブートストラップブローカーエンドポイ
ントセットも作成します。プレーンテキストの認証スキームはマルチ VPC プライベート接続をサポートし
ていないことに注意してください。

ステップ 2: クラスターポリシーを MSK クラスターにアタッチする
クラスター所有者は、MSK クラスターにクラスターポリシー (リソースベースのポリシーとも呼ばれま
す) をアタッチして、マルチ VPC プライベート接続を有効にすることができます。クラスターポリシー
は、別のアカウントからクラスターにアクセスする権限をクライアントに与えます。クラスターポリ
シーを編集する前に、MSK クラスターにアクセスする権限が必要なアカウントのアカウント ID が必要で
す。Amazon MSK が IAM とどのように連携するかをご覧ください。

クラスター所有者は、アカウント B のクロスアカウントユーザーがクラスターのブートストラップブロー
カーを取得し、アカウント A の MSK クラスターで以下のアクションを許可するクラスターポリシーを 
MSK クラスターに添付する必要があります。
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• CreateVpcConnection
• CreateVpcConnection
• GetBootstrapBrokers
• DescribeCluster
• DescribeClusterV2

Example

参考までに、MSK コンソールの IAM ポリシーエディターに表示されるデフォルトポリシーに似た、基本
的なクラスターポリシーの JSON の例を以下に示します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": [ 
                    "123456789012" 
                ] 
            }, 
            "Action": [ 
                "kafka:CreateVpcConnection", 
                "kafka:GetBootstrapBrokers", 
                "kafka:DescribeCluster", 
                "kafka:DescribeClusterV2" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/testing/
de8982fa-8222-4e87-8b20-9bf3cdfa1521-2" 
        } 
    ]
}

クラスターポリシーを MSK クラスターにアタッチします

1. Amazon MSK コンソールの MSK クラスターで、クラスターを選択します。
2. [セキュリティ設定] までスクロールし、[クラスターポリシーの編集] を選択します。
3. コンソールの [クラスターポリシーの編集] 画面で、[マルチ VPC 接続の基本ポリシー] を選択します。
4. 「アカウント ID」フィールドに、このクラスターにアクセスする権限が必要な各アカウントのアカ

ウント ID を入力します。ID を入力すると、表示されるポリシー JSON 構文に自動的にコピーされま
す。このクラスターポリシーの例では、アカウント ID はです123456789012。

5. [Save Changes] (変更を保存) を選択します。

クラスターポリシー API の詳細については、「Amazon MSK リソースベースのポリシー」を参照してくだ
さい。

ステップ 3: クライアント管理の VPC 接続を設定するためのクロスアカウント
ユーザーアクション
MSK クラスターとは異なるアカウントのクライアント間にマルチ VPC プライベート接続を設定するに
は、クロスアカウントユーザーがクライアント用のマネージド VPC 接続を作成します。この手順を繰り返
すことで、複数のクライアントを MSK クラスターに接続できます。このユースケースでは、クライアン
トを 1 つだけ設定します。

クライアントは、サポートされている IAM、SASL/SCRAM、または TLS の認証スキームを使用できま
す。マネージド VPC 接続に関連付けることができる認証スキームは 1 つのみです。クライアント認証ス
キームは、クライアントが接続する MSK クラスタ上で設定する必要があります。
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このユースケースでは、アカウント B のクライアントが IAM 認証スキームを使用するようにクライアント
認証スキームを設定します。

前提条件

このプロセスには以下の項目が必要です。

• アカウント B のクライアントに、アカウント A の MSK クラスターでアクションを実行する権限を付与
する、以前に作成したクラスターポリシー

• アカウント B のクライアントにアタッチされた ID ポリシー
でkafka:CreateVpcConnection、ec2:CreateTagsec2:CreateVPCEndpoint権限とアクション
を付与します。

Example

参考までに、以下は基本的なクライアント ID ポリシーの JSON の例です。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "kafka:CreateVpcConnection", 
        "ec2:CreateTags", 
        "ec2:CreateVPCEndpoint" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    } 
  ]
}

アカウント B のクライアント用のマネージド VPC 接続を作成するには

1. クラスター管理者から、アカウント B のクライアントに接続させたいアカウント A の MSK クラス
ターのクラスター ARN を取得します。クラスターの ARN は、後で使用できるように書き留めておき
ます。

2. クライアントアカウント B の MSK コンソールで、[マネージド VPC 接続] を選択し、[接続を作成] を
選択します。

3. 接続設定ペインで、クラスター ARN をクラスタ ARN テキストフィールドに貼り付け、[検証] を選択
します。

4. アカウント B でクライアントの認証タイプを選択します。このユースケースでは、クライアント VPC 
接続を作成するときに IAM を選択します。

5. クライアントの VPC を選択します。
6. 少なくとも 2 つのアベイラビリティーゾーンと関連するサブネットを選択してください。アベイラビ

リティーゾーン ID は、AWS管理コンソールのクラスターの詳細から、または DescribeClusterAPI ま
たは describe-clusterAWS CLI コマンドを使用して取得できます。クライアントサブネットに指定す
るゾーン ID は、クラスターサブネットの ID と一致する必要があります。サブネットの値が見つから
ない場合は、まず MSK クラスターと同じゾーン ID を持つサブネットを作成します。

7. この VPC 接続のセキュリティグループを選択します。default セキュリティグループを使用できま
す。セキュリティグループの設定の詳細については、「セキュリティグループを使用してリソースへ
のトラフィックを制御する」を参照してください。

8. [接続を作成] を選択します。
9. クロスアカウントユーザーの MSK コンソール (クラスターの詳細 > マネージド VPC 接続) から新し

いブートストラップブローカー文字列のリストを取得するには、「クラスター接続文字列」に表示さ
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れているブートストラップブローカー文字列を参照してください。クライアントのアカウント B か
ら、GetBootstrapBrokersAPI を呼び出すか、コンソールクラスターの詳細でブートストラップブロー
カーのリストを表示することで、ブートストラップブローカーのリストを表示できます。

10. VPC 接続に関連付けられたセキュリティグループを次のように更新します。

a. PrivateLinkVPC のインバウンドルールを設定して、アカウント B ネットワークからの IP 範囲の
すべてのトラフィックを許可します。

b. [オプション] MSK クラスターへのアウトバウンドルール接続を設定します。VPC コンソールでセ
キュリティグループを選択し、アウトバウンドルールを編集し、ポート範囲 14001 ～ 14100 の
カスタム TCP トラフィックのルールを追加します。マルチ VPC ネットワークロードバランサー
は 14001 ～ 14100 のポート範囲でリッスンしています。ネットワークロードバランサーを参照
してください。

11. マルチ VPC プライベート接続用の新しいブートストラップブローカーを使用してアカウント A の 
MSK クラスターに接続するようにアカウント B のクライアントを設定します。「データの生成と使
用」を参照してください。

認証が完了すると、Amazon MSK は指定された VPC と認証スキームごとにマネージド VPC 接続を作成し
ます。選択したセキュリティグループは各接続に関連付けられます。このマネージド VPC 接続は、ブロー
カーにプライベートに接続するように Amazon MSK によって設定されます。新しいブートストラップブ
ローカーのセットを使用して、Amazon MSK クラスターにプライベートに接続できます。

クラスターの認証スキームを更新する
マルチ VPC プライベート接続は、SASL/SRAM、IAM、TLS といった複数の認証スキームをサポートして
います。クラスター所有者は、1 つ以上の認証スキームのプライベート接続をオン/オフできます。このア
クションを実行するには、クラスターが ACTIVE 状態である必要があります。

Amazon MSK コンソールを使用して認証スキームを有効にするには

1. AWS Management Console編集するクラスターの Amazon MSK コンソールをで開きます。
2. ナビゲーションペインの [MSK クラスタ] で、[クラスタ] を選択し、アカウント内のクラスタのリスト

を表示します。
3. 編集するクラスターを選択します。クラスターは ACTIVE 状態でなければなりません。
4. クラスターの [プロパティ] タブを選択し、[ネットワーク設定] に移動します。
5. [編集] ドロップダウンメニューを選択し、[マルチ VPC 接続を有効にする] を選択して新しい認証ス

キームを有効にします。
6. このクラスターで有効にする認証タイプを 1 つ以上選択します。
7. [選択を有効にする] を選択します。

新しい認証スキームを有効にするときは、新しい認証スキーム用に新しいマネージド VPC 接続を作成し、
新しい認証スキームに固有のブートストラップブローカーを使用するようにクライアントを更新する必要
があります。

Amazon MSK コンソールを使用して認証スキームを無効にするには

Note

認証スキームのマルチ VPC プライベート接続をオフにすると、マネージド VPC 接続を含むすべ
ての接続関連インフラストラクチャが削除されます。

認証スキームのマルチ VPC プライベート接続をオフにすると、クライアント側の既存の VPC 接続は 
INACTIVE に変更され、クラスター側のマネージド VPC 接続を含むクラスター側のプライベートリンクイ
ンフラストラクチャが削除されます。クロスアカウントユーザーは、非アクティブな VPC 接続のみを削除
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できます。クラスターでプライベート接続が再び有効になった場合、クロスアカウントユーザーはクラス
ターへの新しい接続を作成する必要があります。

1. AWS Management Console で Amazon MSK コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインの [MSK クラスタ] で、[クラスタ] を選択し、アカウント内のクラスタのリスト

を表示します。
3. 編集するクラスターを選択します。クラスターは ACTIVE 状態でなければなりません。
4. クラスターの [プロパティ] タブを選択し、[ネットワーク設定] に移動します。
5. [編集] ドロップダウンメニューを選択し、[マルチ VPC 接続を無効にする (認証スキームを無効にす

る)] を選択します。
6. このクラスターで無効にしたい認証タイプを 1 つ以上選択します。
7. [選択を無効にする] を選択します。

Example API で認証スキームをオン/オフするには

MSK コンソールの代わりに、UpdateConnectivity API を使用してマルチ VPC プライベート接続を有効
にし、ACTIVE クラスターで認証スキームを設定できます。次の例は、クラスターで有効になっている
SASL/SCRAMとIAM認証スキームを示しています。

新しい認証スキームを有効にするときは、新しい認証スキーム用に新しいマネージド VPC 接続を作成し、
新しい認証スキームに固有のブートストラップブローカーを使用するようにクライアントを更新する必要
があります。

認証スキームのマルチ VPC プライベート接続をオフにすると、クライアント側の既存の VPC 接続は 
INACTIVE に変更され、管理対象の VPC 接続を含むクラスター側のプライベートリンクインフラストラク
チャが削除されます。クロスアカウントユーザーは、非アクティブな VPC 接続のみを削除できます。クラ
スターでプライベート接続が再び有効になった場合、クロスアカウントユーザーはクラスターへの新しい
接続を作成する必要があります。

Request:
{ 
  "currentVersion": "string", 
  "connnectivityInfo": { 
    "publicAccess": { 
      "type": "string" 
    }, 
    "vpcConnectivity": { 
      "clientAuthentication": { 
        "sasl": { 
          "scram": { 
            "enabled": TRUE 
          }, 
          "iam": { 
            "enabled": TRUE 
          }         
        }, 
        "tls": { 
          "enabled": FALSE 
        } 
      } 
    } 
  }
}

Response:
{ 
  "clusterArn": "string", 
  "clusterOperationArn": "string"
}
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Amazon MSK クラスターへのマネージド VPC 接続を拒否する
クラスター管理者アカウントの Amazon MSK コンソールから、クライアント VPC 接続を拒否できます。
クライアントの VPC 接続が拒否されるには AVAILABLE 状態である必要があります。クラスターへの接
続が許可されなくなったクライアントからのマネージド VPC 接続を拒否したい場合があります。新し
いマネージド VPC 接続がクライアントに接続されないようにするには、クラスターポリシーでクライ
アントへのアクセスを拒否します。接続が拒否されても、接続所有者が削除するまでコストがかかりま
す。Amazon MSK クラスターへのマネージド VPC 接続の削除を参照してください。

MSK コンソールを使用してクライアント VPC 接続を拒否するには

1. AWS Management Console で Amazon MSK コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [クラスター] を選択し、[ネットワーク設定] > [クライアント VPC 接続] リス

トまでスクロールします。
3. 拒否する接続を選択し、[クライアント VPC 接続を拒否] を選択します。
4. 選択したクライアント VPC 接続を拒否することを確認します。

API を使用してマネージド VPC 接続を拒否するには、RejectClientVpcConnection API を使用しま
す。

Amazon MSK クラスターへのマネージド VPC 接続を削除する
クロスアカウントユーザーは、クライアントアカウントコンソールから MSK クラスターの管理対象 VPC 
接続を削除できます。クラスター所有者ユーザーは管理対象 VPC 接続を所有していないため、クラスター
管理者アカウントから接続を削除することはできません。VPC 接続を削除すると、コストは発生しなくな
ります。

MSK コンソールを使用してマネージド VPC 接続を削除するには

1. クライアントアカウントから、で Amazon MSK コンソールを開きますAWS Management Console。
2. ナビゲーションペインで、[マネージド VPC 接続] を選択します。
3. 接続のリストから、削除する接続を選択します。
4. VPC 接続を削除することを確認します。

API を使用してマネージド VPC 接続を削除するには、DeleteVpcConnection API を使用します。

マルチ VPC プライベート接続の権限
このセクションでは、マルチ VPC プライベート接続機能を使用するクライアントとクラスターに必要な権
限についてまとめています。マルチ VPC プライベート接続では、クライアント管理者が MSK クラスター
へのマネージド VPC 接続を行うクライアントごとに権限を作成する必要があります。また、MSK クラス
タ管理者は MSK PrivateLink クラスタで接続を有効にし、認証方式を選択してクラスタへのアクセスを制
御する必要があります。

クラスター認証タイプとトピックアクセス権限

MSK クラスターで有効になっている認証スキームのマルチ VPC プライベート接続機能をオンにし
ます。マルチ VPC プライベート接続の要件と制限 (p. 157) を参照してください。SASL/SCRAM認
証スキームを使用するようにMSKクラスターを設定している場合、Apache Kafka ACLのプロパティ
「allow.everyone.if.no.acl.found=false」は必須です。このプロパティは、ブローカーがプライマリパー
ティションからメッセージを複製できるように、すべてのブローカーにトピックへのアクセスを許可しま
す。ブローカーがトピックにアクセスできない場合、トピックのレプリケーションは失敗します。Apache 
カフカ ACL を参照してください。

クロスアカウントクラスターポリシーのアクセス許可
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Kafka クライアントが MSKAWS クラスターとは異なるアカウントにある場合は、クライアントのルート
ユーザーにクロスアカウント接続を許可するクラスターベースのポリシーを MSK クラスターにアタッチ
します。MSK コンソールの IAM ポリシーエディター (クラスターセキュリティ設定 > クラスターポリシー
の編集) を使用してマルチ VPC クラスターポリシーを編集するか、次の API を使用してクラスターポリ
シーを管理できます。

PutClusterPolicy

クラスターポリシーをクラスターにアタッチします。この API を使用して、指定した MSK クラ
スタポリシーを作成または更新できます。ポリシーを更新する場合、リクエストペイロードに 
currentVersion フィールドが必要です。

GetClusterPolicy

クラスターに添付されたクラスターポリシードキュメントの JSON テキストを取得します。
DeleteClusterPolicy

クラスターポリシーを削除します。

以下は、MSK コンソールの IAM ポリシーエディターに表示されているものと同様の基本的なクラスター
ポリシーの JSON の例です。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": [ 
                    "123456789012" 
                ] 
            }, 
            "Action": [ 
                "kafka:CreateVpcConnection", 
                "kafka:GetBootstrapBrokers", 
                "kafka:DescribeCluster", 
                "kafka:DescribeClusterV2" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:kafka:us-east-1:123456789012:cluster/testing/
de8982fa-8222-4e87-8b20-9bf3cdfa1521-2" 
        } 
    ]
}

MSK クラスターへのマルチ VPC プライベート接続のクライアント権限

Kafka クライアントと MSK クラスターの間にマルチ VPC プライベート接続を設定
するには、クライアントにアタッチされた ID ポリシーが必要です。このポリシーに
は、ec2:CreateTagsec2:CreateVPCEndpointクライアントの権限とアクションを付与するアタッチ
されたアイデンティティポリシーが必要です。kafka:CreateVpcConnection参考までに、以下は基本
的なクライアント ID ポリシーの JSON の例です。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "kafka:CreateVpcConnection", 
        "ec2:CreateTags", 
        "ec2:CreateVPCEndpoint" 
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      ], 
      "Resource": "*" 
    } 
  ]
}

ポート情報
Amazon MSK がクライアントマシンと通信できるように、次のポート番号を使用してください。

• プレーンテキストでブローカーと通信するには、ポート 9092 を使用します。
• TLS 暗号化を使用してブローカーと通信するには、AWS内からのアクセスにポート 9094 を使用し、公

開アクセスにポート 9194 を使用します。
• SASL/SCRAM を使用してブローカーと通信するには、AWS内からのアクセスにポート 9096 を使用

し、公開アクセスにポート 9196 を使用します。
• the section called “IAM アクセスコントロール” (p. 126) を使用するように設定されているクラスター内

のブローカーと通信するには、AWS 内からのアクセスにポート 9098 を使用し、公開アクセスにポート 
9198 を使用します。

• TLS 暗号化を使用して Apache ZooKeeper と通信するには、ポート 2182 を使用します。Apache 
ZooKeeper ノードは、デフォルトでポート 2181 を使用します。
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Apache Kafka クラスターを Amazon MSK に移行する

Apache Kafkaを使用してクラスター
を移行する MirrorMaker

を使用してクラスターをミラーリングすることができます。 MirrorMakerこれは Apache Kafka の一部で
す。例えば、これを使用して、Apache Kafka クラスターを Amazon MSK に移行したり、ある MSK クラ
スターから別の MSK クラスターに移行したりできます。の使用方法については MirrorMaker「」を参照し
てください。クラスタ間でデータをミラーリングするApache Kafka のドキュメントにあります。セット
アップを推奨します MirrorMaker は、可用性の高い設定です。

を使用する際に従うステップの概要 MirrorMaker MSK クラスターに移行するには

1. 宛先 MSK クラスターを作成します
2. スタート MirrorMaker 宛先クラスターと同じ Amazon VPC 内の Amazon EC2 インスタンスから。
3. の検査 MirrorMaker 遅延。
4. After MirrorMaker は、MSK クラスターブートストラップブローカーを使用して、プロデューサーとコ

ンシューマーを新しいクラスターに追いつき、リダイレクトします。
5. シャットダウン MirrorMaker。

Apache Kafka クラスターを Amazon MSK に移行
する

CLUSTER_ONPREM という名前の Apache Kafka クラスターがあるとします。そのクラスターには、ト
ピックとデータが入力されます。そのクラスターを CLUSTER_AWSMSK という名前の新しく作成された 
Amazon MSK クラスターに移行する場合、この手順では、実行する必要のあるステップの概要を示しま
す。

既存の Apache Kafka クラスターを Amazon MSK に移行するには

1. CLUSTER_AWSMSK で、移行するすべてのトピックを作成します。

を使用することはできません MirrorMaker 適切なレプリケーションレベルで移行するトピックが自動
的に再作成されないため、このステップでは。CLUSTER_ONPREM で持っていたのと同じレプリケー
ション係数とパーティション数を使用して、Amazon MSK でトピックを作成できます。また、異なる
レプリケーション係数とパーティション数を使用してトピックを作成することもできます。

2. スタート MirrorMaker への読み取りアクセス権を持つインスタンスからCLUSTER_ONPREMへの書き込
みアクセスCLUSTER_AWSMSK。

3. 以下のコマンドを実行して、すべてのトピックをミラーリングします。

<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-mirror-maker.sh --consumer.config 
 config/mirrormaker-consumer.properties --producer.config config/mirrormaker-
producer.properties --whitelist '.*'

このコマンドでは、config/mirrormaker-consumer.properties
は、CLUSTER_ONPREM のブートストラップブローカーを指します。例え
ば、bootstrap.servers=localhost:9092 です。およびconfig/mirrormaker-
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ある Amazon MSK クラスターから別
の Amazon MSK クラスターへの移行

producer.propertiesは、CLUSTER_ のブートストラップブローカーを指しますAWSMSK; たと
えば、bootstrap.servers=10.0.0.237:9092,10.0.2.196:9092,10.0.1.233:9092。

4. Keep MirrorMaker バックグラウンドで実行し、を引き続き使用しますCLUSTER_ONPREM。 
MirrorMaker は、すべての新しいデータをミラーリングします。

5. ミラーリングの進行状況をチェックするには、各トピックの最後のオフセットと現在のオフセットの
間の遅延を調べます。 MirrorMaker は消費しています。

留意点 MirrorMaker 単に消費者とプロデューサーを使用していることです。したがって、kafka-
consumer-groups.sh ツールを使用して遅延をチェックすることができます。コンシューマーグ
ループ名を検索するには、group.id の mirrormaker-consumer.properties ファイル内を検索
し、その値を使用します。ファイルにそのようなキーがない場合は、作成することができます。たと
えば、group.id=mirrormaker-consumer-group を設定します。

6. After MirrorMaker すべてのトピックのミラーリングを終了し、すべてのプロデューサーとコンシュー
マーを停止し、その後停止します MirrorMaker。次に、プロデューサーおよびコンシューマーブート
ストラップブローカーの値を変更して、プロデューサーとコンシューマーを CLUSTER_AWSMSK クラ
スターにリダイレクトします。CLUSTER_AWSMSK のすべてのプロデューサーとコンシューマーを再
起動します。

ある Amazon MSK クラスターから別の Amazon 
MSK クラスターへの移行

あなたはApacheを使うことができます MirrorMaker MSK クラスターを別のクラスターに移行します。た
とえば、Apache Kafka の 1 つのバージョンから別のバージョンに移行できます。の使用方法の例について
はAWS CloudFormationこれを行うには、「」を参照してください。AWS::MSK::Cluster 例(というタイト
ルの例を検索してくださいCreate Two MSK Clusters To Use With Apache MirrorMaker。

MirrorMaker 1.0 のベストプラクティス
このベストプラクティスの一覧は、 MirrorMaker 1.0.

• Run MirrorMaker 送信先クラスターで。この方法では、ネットワークの問題が発生しても、メッセージ
はソースクラスターで引き続き使用できます。走るなら MirrorMaker ソースクラスターで、プロデュー
サーでイベントがバッファされ、ネットワークの問題が発生すると、イベントが失われる可能性があり
ます。

• 転送中に暗号化が必要な場合は、ソースクラスターで実行します。
• コンシューマーの場合は、auto.commit.enabled=false を設定します
• プロデューサーの場合は、以下を設定します。

• max.in.flight.requests.per.connection=1
• retries=Int.Max_Value
• acks=all
• max.block.ms = Long.Max_Value

• 生産者のスループットが高い場合:
• メッセージのバッファリングとメッセージバッチの入力 — buffer.memory、batch.size、linger.ms を

調整します
• ソケットバッファの調整 — receive.buffer.bytes、send.buffer.bytes

• データの損失を回避するには、ソースでauto コミットをオフにして、 MirrorMaker は、コミットを制御
できます。これは、通常、送信先クラスターから ACK を受け取った後に行います。プロデューサーに 
acks=all があり、送信先クラスターに min.insync.replicas が 1 を超えて設定されている場合、メッセー
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MirrorMaker 2.* メリット

ジは送信先の複数のブローカーで永続化されます。 MirrorMaker 消費者はソースでオフセットをコミッ
トします。

• 順序が重要な場合は、再試行を 0 に設定できます。また、本番環境では、最大インフライト接続数
を 1 に設定して、バッチが途中で失敗した場合に、送信されるバッチが順不同でコミットされない
ようにします。このようにして、送信される各バッチは、次のバッチが送信されるまで再試行されま
す。max.block.ms が最大値に設定されておらず、プロデューサーバッファがいっぱいになると、（他
の設定によっては）データが失われる可能性があります。これは、消費者をブロックし、バックプレッ
シャーすることができます。

• 高スループット
• buffer.memory を増やします。
• バッチサイズを大きくします。
• linger.ms を調整して、バッチがいっぱいになるようにします。これにより、圧縮率が向上し、ネット

ワーク帯域幅の使用率を削減して、クラスター上のストレージの使用量が少なくなります。これによ
り、保存期間が向上します。

• CPU とメモリの使用状況をモニタリングします。
• 高いコンシューマースループット

• スレッド/コンシューマーの数を増やす MirrorMaker プロセス — num.stream。
• の数を増やします MirrorMaker スレッドを増やす前に、マシン間でプロセスを実行し、高可用性を実

現します。
• の数を増やします MirrorMaker 最初に同じマシン上でプロセスを実行し、次に同じグループ ID を持つ

異なるマシン上でプロセスを行います。
• スループットが非常に高く、個別に使用するトピックを分離する MirrorMaker インスタンス。

• 管理と構成
• AWS CloudFormation および Chef や Ansible などの設定管理ツールを使用します。
• Amazon EFS マウントを使用して、すべての Amazon EC2 インスタンスからすべての構成ファイルに

アクセスできるようにします。
• コンテナを使用して、のスケーリングおよび管理を容易にします。 MirrorMakerインスタンス。

• 通常、プロデューサーを飽和させるには複数のコンシューマーが必要です MirrorMaker。したがって、
複数のコンシューマーを設定します。まず、高可用性を実現するために、異なるマシンにそれらを設定
します。次に、各パーティションのコンシューマーを持つように個々のマシンをスケールアップし、コ
ンシューマーをマシン間で均等に分散させます。

• スループットの取り込みと配信を高くするには、受信バッファと送信バッファのデフォルトが低すぎる
可能性があるため、受信バッファと送信バッファを調整します。パフォーマンスを最大化するには、ス
トリーミングの総数 (num.streams) が、 MirrorMaker は、送信先クラスターにコピーしようとしていま
す。

MirrorMaker 2.* メリット
• Apache Kafka Connect フレームワークとエコシステムを利用します。
• 新しいトピックとパーティションを検出します。
• クラスター間でトピック構成を自動的に同期します。
• 「アクティブ/アクティブ」クラスターペアと、任意の数のアクティブクラスターをサポートします。
• を含む新しいメトリクスを提供します end-to-end 複数のデータセンターおよびクラスターにわたるレプ

リケーションのレイテンシー。
• クラスター間でコンシューマーを移行するために必要なオフセットを放出し、オフセット変換用のツー

ルを提供します。
• 複数のクラスターとレプリケーションフローを 1 か所で指定するための高レベル設定ファイルをサポー

トします。これは、それぞれの低レベルのプロデューサー/コンシューマープロパティと比較します。 
MirrorMaker 1.* プロセス。
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によるモニタリング用の Amazon 
MSK メトリックス CloudWatch

Amazon MSK クラスターのモニタリ
ング

Apache Kafka 用 Amazon マネージドストリーミングは、Apache Kafka メトリクスを収集し、 
CloudWatch それらを表示できる Amazon に送信します。Amazon MSK が表示するものを含む Apache 
Kafka メトリクスの詳細については、Apache Kafka ドキュメントのモニタリングを参照してください。

オープンソースのモニタリングアプリケーションである Prometheus を使用して MSK クラスターをモニ
タリングすることもできます。Prometheus の詳細については、Prometheus のドキュメントの「概要」を
参照してください。Prometheus でクラスターをモニタリングする方法については、「the section called 
“Prometheus によるオープンモニタリング” (p. 183)」を参照してください。

トピック
• によるモニタリング用の Amazon MSK メトリックス CloudWatch (p. 170)
• を使用して Amazon MSK メトリクスを表示する CloudWatch (p. 182)
• コンシューマー・ラグ・モニタリング (p. 183)
• Prometheus によるオープンモニタリング (p. 183)

によるモニタリング用の Amazon MSK メトリック
ス CloudWatch

Amazon MSK が Amazon CloudWatch と統合することで、Amazon MSK CloudWatch クラスターの
メトリクスを収集、表示、および分析できるようになります。MSK クラスター用に設定するメトリ
クスは、自動的に収集され、プッシュされます CloudWatch。MSK クラスターのモニタリングレベル
は、DEFAULT、PER_BROKER、PER_TOPIC_PER_BROKER、または PER_TOPIC_PER_PARTITION のいず
れかに設定できます。次のセクションの表は、各モニタリングレベルから利用できるすべてのメトリクス
を示しています。

DEFAULT レベルのメトリクスは無料です。他の指標の料金については、Amazon CloudWatch の料金ペー
ジで説明されています。

DEFAULTレベルモニタリング
次の表で説明するメトリクスは、DEFAULT モニタリングレベルで使用できます。これらは無料です。

DEFAULT モニタリングレベルで使用可能なメトリクス

名前 表示されている場合 ディメ
ンショ
ン

説明

ActiveControllerCountクラスターが ACTIVE 状
態になった後。

クラス
ター名

クラスターごとに 1 つのコントローラー
だけをアクティブにする必要がありま
す。

BurstBalance クラスターが ACTIVE 状
態になった後。

クラス
ター
名、

クラスター内の EBS ボリュームの入出
力バーストクレジットの残高。これを使
用して、レイテンシーまたはスループッ
トの低下を調査します。
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名前 表示されている場合 ディメ
ンショ
ン

説明

ブロー
カー ID

BurstBalanceボリュームのベースラ
インパフォーマンスが最大バーストパ
フォーマンスより高い場合、EBS ボ
リュームについては報告されません。
詳細については、I/O クレジットおよび
バーストパフォーマンスを参照してくだ
さい。

BytesInPerSec トピックを作成した後。 クラス
ター
名、
ブロー
カー 
ID、ト
ピック

クライアントから受信した 1 秒あたり
のバイト数。このメトリクスは、ブロー
カーごとおよびトピックごとに利用でき
ます。

BytesOutPerSec トピックを作成した後。 クラス
ター
名、
ブロー
カー 
ID、ト
ピック

クライアントに送信された 1 秒あたり
のバイト数。このメトリクスは、ブロー
カーごとおよびトピックごとに利用でき
ます。

ClientConnectionCountクラスターが ACTIVE 状
態になった後。

クラス
ター
名、
ブロー
カー 
ID、ク
ライア
ント認
証

認証されたアクティブなクライアント接
続の数。

ConnectionCount クラスターが ACTIVE 状
態になった後。

クラス
ター
名、
ブロー
カー ID

アクティブな認証済み接続、未認証接
続、およびブローカー間接続の数。

CPUCreditBalance クラスターが ACTIVE 状
態になった後。

クラス
ター
名、
ブロー
カー ID

このメトリクスは、ブローカーの CPU 
クレジット残高をモニタリングするの
に役立ちます。CPU 使用率がベースラ
インレベルの 20％ 使用率を超えて維持
されている場合、CPU クレジット残高
が不足する可能性があり、クラスターの
パフォーマンスに悪影響を与える可能性
があります。CPU ロードを軽減するた
めのステップを実行できます。例えば、
クライアント要求の数を減らしたり、ブ
ローカータイプを M5 ブローカータイプ
に更新したりできます。
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名前 表示されている場合 ディメ
ンショ
ン

説明

CpuIdle クラスターが ACTIVE 状
態になった後。

クラス
ター
名、
ブロー
カー ID

CPU アイドル時間の割合。

CpuIoWait クラスターが ACTIVE 状
態になった後。

クラス
ター
名、
ブロー
カー ID

保留中のディスク操作中の CPU アイド
ル時間の割合。

CpuSystem クラスターが ACTIVE 状
態になった後。

クラス
ター
名、
ブロー
カー ID

カーネルスペースの CPU の割合。

CpuUser クラスターが ACTIVE 状
態になった後。

クラス
ター
名、
ブロー
カー ID

ユーザースペースの CPU の割合。

GlobalPartitionCountクラスターが ACTIVE 状
態になった後。

クラス
ター名

レプリカを除く、クラスター内のす
べてのトピックにわたるパーティショ
ンの数。GlobalPartitionCountに
はレプリカが含まれていないた
め、PartitionCount値の合計は、
トピックのレプリケーション係数が 1 
GlobalPartitionCount より大きい場合よ
りも大きくなる可能性があります。

GlobalTopicCount クラスターが ACTIVE 状
態になった後。

クラス
ター名

クラスター内のすべてのブローカーのト
ピックの合計数。

EstimatedMaxTimeLagコンシューマーグループ
がトピックから消費した
後。

コン
シュー
マー
グルー
プ、ト
ピック

MaxOffsetLag を排出するための推定
時間 (秒単位)。

KafkaAppLogsDiskUsedクラスターが ACTIVE 状
態になった後。

クラス
ター
名、
ブロー
カー ID

アプリケーションログに使用されるディ
スク領域の割合。

KafkaDataLogsDiskUsed
(Cluster Name, 
Broker ID ディメン
ション)

クラスターが ACTIVE 状
態になった後。

クラス
ター
名、
ブロー
カー ID

データログに使用されるディスク容量の
割合。
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名前 表示されている場合 ディメ
ンショ
ン

説明

KafkaDataLogsDiskUsed
(Cluster Name ディ
メンション)

クラスターが ACTIVE 状
態になった後。

クラス
ター名

データログに使用されるディスク容量の
割合。

LeaderCount クラスターが ACTIVE 状
態になった後。

クラス
ター
名、
ブロー
カー ID

レプリカを含まない、ブローカーごとの
パーティションのリーダーの総数。

MaxOffsetLag コンシューマーグループ
がトピックから消費した
後。

コン
シュー
マー
グルー
プ、ト
ピック

トピック内のすべてのパーティションに
わたる最大オフセットラグ。

MemoryBuffered クラスターが ACTIVE 状
態になった後。

クラス
ター
名、
ブロー
カー ID

ブローカーのバッファーメモリーのサイ
ズ (バイト単位)。

MemoryCached クラスターが ACTIVE 状
態になった後。

クラス
ター
名、
ブロー
カー ID

ブローカーのキャッシュメモリーのサイ
ズ (バイト単位)。

MemoryFree クラスターが ACTIVE 状
態になった後。

クラス
ター
名、
ブロー
カー ID

ブローカーが使用可能な空きメモリのサ
イズ（バイト単位）。

HeapMemoryAfterGC クラスターが ACTIVE 状
態になった後。

クラス
ター
名、
ブロー
カー ID

ガベージコレクション後に使用された合
計ヒープメモリの割合。

MemoryUsed クラスターが ACTIVE 状
態になった後。

クラス
ター
名、
ブロー
カー ID

ブローカーに使用されているメモリのサ
イズ（バイト単位）。

MessagesInPerSec クラスターが ACTIVE 状
態になった後。

クラス
ター
名、
ブロー
カー ID

ブローカーの 1 秒あたりの受信メッセー
ジ数。
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名前 表示されている場合 ディメ
ンショ
ン

説明

NetworkRxDropped クラスターが ACTIVE 状
態になった後。

クラス
ター
名、
ブロー
カー ID

ドロップされた受信パッケージの数。

NetworkRxErrors クラスターが ACTIVE 状
態になった後。

クラス
ター
名、
ブロー
カー ID

ブローカーのネットワーク受信エラーの
数。

NetworkRxPackets クラスターが ACTIVE 状
態になった後。

クラス
ター
名、
ブロー
カー ID

ブローカーによって受信されたパケット
の数。

NetworkTxDropped クラスターが ACTIVE 状
態になった後。

クラス
ター
名、
ブロー
カー ID

ドロップされた送信パッケージの数。

NetworkTxErrors クラスターが ACTIVE 状
態になった後。

クラス
ター
名、
ブロー
カー ID

ブローカーのネットワーク送信エラーの
数。

NetworkTxPackets クラスターが ACTIVE 状
態になった後。

クラス
ター
名、
ブロー
カー ID

ブローカーによって送信されたパケット
の数。

OfflinePartitionsCountクラスターが ACTIVE 状
態になった後。

クラス
ター名

クラスター内でオフラインになっている
パーティションの合計数。

PartitionCount クラスターが ACTIVE 状
態になった後。

クラス
ター
名、
ブロー
カー ID

レプリカを含む、ブローカーごとのト
ピックパーティションの総数。

ProduceTotalTimeMsMeanクラスターが ACTIVE 状
態になった後。

クラス
ター
名、
ブロー
カー ID

ミリ秒単位の平均生成時間。
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名前 表示されている場合 ディメ
ンショ
ン

説明

RequestBytesMean クラスターが ACTIVE 状
態になった後。

クラス
ター
名、
ブロー
カー ID

ブローカーのリクエストバイトの平均
数。

RequestTime リクエストスロットリン
グが適用された後。

クラス
ター
名、
ブロー
カー ID

ブローカーネットワークおよび I/O ス
レッドでリクエストを処理するのに費や
された平均時間 (ミリ秒)。

RootDiskUsed クラスターが ACTIVE 状
態になった後。

クラス
ター
名、
ブロー
カー ID

ブローカーが使用するルートディスクの
割合。

SumOffsetLag コンシューマーグループ
がトピックから消費した
後。

コン
シュー
マー
グルー
プ、ト
ピック

トピックのすべてのパーティションの集
計されたオフセットラグ。

SwapFree クラスターが ACTIVE 状
態になった後。

クラス
ター
名、
ブロー
カー ID

ブローカーで使用可能なスワップメモリ
のサイズ（バイト単位）。

SwapUsed クラスターが ACTIVE 状
態になった後。

クラス
ター
名、
ブロー
カー ID

ブローカーに使用されているスワップメ
モリのサイズ（バイト単位）。

TrafficShaping クラスターが ACTIVE 状
態になった後。

クラス
ター
名、
ブロー
カー ID

ネットワーク割り当てを超えたために
シェーピング (ドロップまたはキューに
入れられた) パケットの数を示す高レベ
ルのメトリクス。PER_BROKER メトリ
クスを使用すると、より詳細な情報を利
用できます。

UnderMinIsrPartitionCountクラスターが ACTIVE 状
態になった後。

クラス
ター
名、
ブロー
カー ID

ブローカーの minIsr 未満パーティショ
ンの数。
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名前 表示されている場合 ディメ
ンショ
ン

説明

UnderReplicatedPartitionsクラスターが ACTIVE 状
態になった後。

クラス
ター
名、
ブロー
カー ID

ブローカーのレプリケートされていない
パーティションの数。

ZooKeeperRequestLatencyMsMeanクラスターが ACTIVE 状
態になった後。

クラス
ター
名、
ブロー
カー ID

ブローカーからの Apache ZooKeeper リ
クエストの平均レイテンシー (ミリ秒単
位)。

ZooKeeperSessionStateクラスターが ACTIVE 状
態になった後。

クラス
ター
名、
ブロー
カー ID

ZooKeeper ブローカーのセッ
ションの接続ステータス。未接
続:'0.0'、関連付け:'0.1'、接続
中:'0.5'、CONNECTEDREADONLY: 
'0.8'、接続済み:'1.0'、クロー
ズ:'5.0'、AUTH_FAILED: '10.0 '

PER_BROKERレベルモニタリング
モニタリングレベルを PER_BROKER に設定すると、すべての DEFAULT レベルメトリクスに加えて、次の
表で説明するメトリクスが表示されます。次の表に示すメトリクスに対して料金をお支払いいただきます
が、DEFAULT レベルメトリクスは引き続き無料です。この表のメトリクスには、クラスター名、ブロー
カー ID のディメンションがあります。

PER_BROKER モニタリングレベルからスタートして使用可能な追加のメトリクス

名前 表示されている場合 説明

BwInAllowanceExceeded クラスターが ACTIVE 
状態になった後。

インバウンド集約帯域幅がブローカーの
最大値を超えたために形成されたパケッ
トの数。

BwOutAllowanceExceeded クラスターが ACTIVE 
状態になった後。

アウトバウンド集約帯域幅がブローカー
の最大値を超えたために形成されたパ
ケットの数。

ConnTrackAllowanceExceeded クラスターが ACTIVE 
状態になった後。

接続追跡がブローカーの最大値を超えた
ために形成されたパケットの数。接続追
跡は、確立された各接続を追跡するセ
キュリティグループに関連しており、リ
ターンパケットが期待どおりに配信され
るようにします。

ConnectionCloseRate クラスターが ACTIVE 
状態になった後。

リスナーごとの 1 秒あたりに閉じられた
接続の数。この数はリスナーごとに集計
され、クライアントリスナー用にフィル
タリングされます。

ConnectionCreationRate クラスターが ACTIVE 
状態になった後。

リスナーごとに 1 秒あたりに確立された
新しい接続の数。この数はリスナーごと
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名前 表示されている場合 説明
に集計され、クライアントリスナー用に
フィルタリングされます。

CpuCreditUsage クラスターが ACTIVE 
状態になった後。

このメトリクスは、インスタンスの CPU 
クレジット使用量をモニタリングするの
に役立ちます。CPU 使用率がベースライ
ンレベルの 20％ を超えて維持されている
場合、CPU クレジット残高が不足する可
能性があり、クラスターのパフォーマン
スに悪影響を与える可能性があります。
このメトリクスをモニタリングおよびア
ラームして、修正措置を講じることがで
きます。

FetchConsumerLocalTimeMsMeanプロデューサー/コン
シューマーがいる後。

コンシューマーのリクエストがリーダー
で処理される平均時間（ミリ秒）。

FetchConsumerRequestQueueTimeMsMeanプロデューサー/コン
シューマーがいる後。

コンシューマーのリクエストがリクエ
ストキューで待機する平均時間（ミリ
秒）。

FetchConsumerResponseQueueTimeMsMeanプロデューサー/コン
シューマーがいる後。

コンシューマーのリクエストが応答
キューで待機する平均時間（ミリ秒）。

FetchConsumerResponseSendTimeMsMeanプロデューサー/コン
シューマーがいる後。

コンシューマーが応答を送信するための
平均時間（ミリ秒）。

FetchConsumerTotalTimeMsMeanプロデューサー/コン
シューマーがいる後。

コンシューマーがブローカーからデータ
を取得するのに費やす平均合計時間（ミ
リ秒）。

FetchFollowerLocalTimeMsMeanプロデューサー/コン
シューマーがいる後。

リーダーでフォロワーのリクエストが処
理される平均時間（ミリ秒）。

FetchFollowerRequestQueueTimeMsMeanプロデューサー/コン
シューマーがいる後。

フォロワーのリクエストがリクエスト
キューで待機する平均時間（ミリ秒）。

FetchFollowerResponseQueueTimeMsMeanプロデューサー/コン
シューマーがいる後。

フォロワーの要求が応答キューで待機す
る平均時間（ミリ秒）。

FetchFollowerResponseSendTimeMsMeanプロデューサー/コン
シューマーがいる後。

フォロワーが応答を送信するまでの平均
時間 (ミリ秒)。

FetchFollowerTotalTimeMsMeanプロデューサー/コン
シューマーがいる後。

フォロワーがブローカーからデータを取
得するのに費やす平均合計時間（ミリ
秒）。

FetchMessageConversionsPerSecトピックを作成した
後。

ブローカーの 1 秒あたりのフェッチメッ
セージ変換回数。

FetchThrottleByteRate 帯域幅スロットリング
が適用された後。

1 秒あたりのスロットルバイト数。

FetchThrottleQueueSize 帯域幅スロットリング
が適用された後。

スロットルキュー内のメッセージ数。

FetchThrottleTime 帯域幅スロットリング
が適用された後。

フェッチスロットルの平均時間（ミリ秒
単位）。
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名前 表示されている場合 説明

NetworkProcessorAvgIdlePercentクラスターが ACTIVE 
状態になった後。

ネットワークプロセッサがアイドル状態
の平均時間の割合。

PpsAllowanceExceeded クラスターが ACTIVE 
状態になった後。

双方向 PPS がブローカーの最大値を超え
たために形成されたパケットの数。

ProduceLocalTimeMsMean クラスターが ACTIVE 
状態になった後。

リクエストがリーダーで処理される平均
時間 (ミリ秒単位)。

ProduceMessageConversionsPerSecトピックを作成した
後。

ブローカーの 1 秒あたりの生成メッセー
ジ変換回数。

ProduceMessageConversionsTimeMsMeanクラスターが ACTIVE 
状態になった後。

メッセージ形式の変換に費やされた平均
時間（ミリ秒）。

ProduceRequestQueueTimeMsMeanクラスターが ACTIVE 
状態になった後。

リクエストメッセージがキューに費やし
た平均時間（ミリ秒）。

ProduceResponseQueueTimeMsMeanクラスターが ACTIVE 
状態になった後。

応答メッセージがキューに費やした平均
時間（ミリ秒）。

ProduceResponseSendTimeMsMeanクラスターが ACTIVE 
状態になった後。

応答メッセージの送信に費やされた平均
時間（ミリ秒）。

ProduceThrottleByteRate 帯域幅スロットリング
が適用された後。

1 秒あたりのスロットルバイト数。

ProduceThrottleQueueSize 帯域幅スロットリング
が適用された後。

スロットルキュー内のメッセージ数。

ProduceThrottleTime 帯域幅スロットリング
が適用された後。

平均生成スロットル時間（ミリ秒単
位）。

ProduceTotalTimeMsMean クラスターが ACTIVE 
状態になった後。

ミリ秒単位の平均生成時間。

RemoteBytesInPerSec あとはプロデューサー/
コンシューマーです。

コンシューマーフェッチに応答して階層
型ストレージから転送された総バイト
数。このメトリックには、ダウンスト
リームのデータ転送トラフィックに寄与
するすべてのトピックパーティションが
含まれます。カテゴリ:トラフィックと
エラー率。これは KIP-405 メトリックで
す。

RemoteBytesOutPerSec あとはプロデューサー/
コンシューマーです。

ログセグメント、インデックス、その他
の補助ファイルからのデータを含む、階
層型ストレージに転送されたバイトの
総数。このメトリックには、アップスト
リームのデータ転送トラフィックに寄与
するすべてのトピックパーティションが
含まれます。カテゴリ:トラフィックと
エラー率。これは KIP-405 メトリックで
す。
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RemoteLogManagerTasksAvgIdlePercentクラスターが ACTIVE 
状態になった後。

リモートログマネージャーがアイドル状
態で過ごした時間の平均パーセンテー
ジ。リモートログマネージャーは、ブ
ローカーから階層型ストレージにデータ
を転送します。カテゴリ：内部活動。こ
れは KIP-405 メトリックです。

RemoteLogReaderAvgIdlePercent クラスターが ACTIVE 
状態になった後。

リモートログリーダーがアイドル状態で
過ごした時間の平均パーセンテージ。
リモートログリーダーは、コンシュー
マーフェッチに応答して、リモートス
トレージからブローカーにデータを転送
します。カテゴリ：内部活動。これは
KIP-405 メトリックです。

RemoteLogReaderTaskQueueSize クラスターが ACTIVE 
状態になった後。

スケジュール待ちの階層型ストレージか
らの読み取りを担当するタスクの数。カ
テゴリ：内部活動。これは KIP-405 メト
リックです。

RemoteReadErrorPerSec クラスターが ACTIVE 
状態になった後。

コンシューマーフェッチに応答して、指
定されたブローカーがデータを取得する
ために階層型ストレージに送信した読み
取りリクエストに応答したエラーの合計
率。このメトリックには、ダウンスト
リームデータ転送トラフィックの原因と
なるすべてのトピックパーティションが
含まれます。カテゴリ:トラフィックと
エラー率。これは KIP-405 メトリックで
す。

RemoteReadRequestsPerSec クラスターが ACTIVE 
状態になった後。

特定のブローカーがコンシューマー
フェッチに応答してデータを取得する
ために階層型ストレージに送信した読
み取りリクエストの総数。このメトリッ
クには、ダウンストリームデータ転送ト
ラフィックの原因となるすべてのトピッ
クパーティションが含まれます。カテ
ゴリ:トラフィックとエラー率。これは
KIP-405 メトリックです。

RemoteWriteErrorPerSec クラスターが ACTIVE 
状態になった後。

指定されたブローカーがデータを上流
に転送するために階層型ストレージに
送信した書き込みリクエストに応答し
たエラーの合計率。このメトリックに
は、アップストリームのデータ転送ト
ラフィックに寄与するすべてのトピッ
クパーティションが含まれます。カテ
ゴリ:トラフィックとエラー率。これは
KIP-405 メトリックです。

ReplicationBytesInPerSec トピックを作成した
後。

他のブローカーから受信した 1 秒あたり
のバイト数。

ReplicationBytesOutPerSec トピックを作成した
後。

他のブローカーに送信された 1 秒あたり
のバイト数。
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RequestExemptFromThrottleTimeリクエストスロットリ
ングが適用された後。

ブローカーネットワークおよび I/O ス
レッドで、スロットリングから除外され
たリクエストを処理するのに費やされた
平均時間 (ミリ秒)。

RequestHandlerAvgIdlePercentクラスターが ACTIVE 
状態になった後。

リクエストハンドラーのスレッドがアイ
ドル状態の平均時間の割合。

RequestThrottleQueueSize リクエストスロットリ
ングが適用された後。

スロットルキュー内のメッセージ数。

RequestThrottleTime リクエストスロットリ
ングが適用された後。

リクエストスロットルの平均時間（ミリ
秒単位）。

TcpConnections クラスターが ACTIVE 
状態になった後。

SYN フラグが設定された着信および発信 
TCP セグメントの数を表示します。

TotalTierBytesLag トピックを作成した
後。

ブローカーで階層化の対象となっている
が、まだ階層化ストレージに転送されて
いないデータの合計バイト数。この指標
は、アップストリームデータ転送の効率
を示しています。遅延が大きくなると、
階層型ストレージに残らないデータの量
が増えます。カテゴリー:アーカイブラグ. 
これは KIP-405 メトリックではありませ
ん。

TrafficBytes クラスターが ACTIVE 
状態になった後。

クライアント (プロデューサーとコン
シューマー) とブローカー間のネットワー
クトラフィックを全体のバイト数で表示
します。ブローカー間のトラフィックは
報告されません。

VolumeQueueLength クラスターが ACTIVE 
状態になった後。

指定された期間内に完了するのを待機し
ている読み取りおよび書き込みオペレー
ション要求の数。

VolumeReadBytes クラスターが ACTIVE 
状態になった後。

指定された期間に読み取られたバイト
数。

VolumeReadOps クラスターが ACTIVE 
状態になった後。

指定された期間内の読み取りオペレー
ションの数。

VolumeTotalReadTime クラスターが ACTIVE 
状態になった後。

指定された期間内に完了したすべての読
み取りオペレーションに費やされた合計
秒数。

VolumeTotalWriteTime クラスターが ACTIVE 
状態になった後。

指定された期間内に完了したすべての書
き込みオペレーションに費やされた合計
秒数。

VolumeWriteBytes クラスターが ACTIVE 
状態になった後。

指定された期間に書き込まれたバイト
数。

VolumeWriteOps クラスターが ACTIVE 
状態になった後。

指定された期間内の書き込みオペレー
ションの数。
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PER_TOPIC_PER_BROKERレベルモニタリング
モニタリングレベルを PER_TOPIC_PER_BROKER に設定すると、PER_BROKER および DEFAULT レベル
のすべてのメトリクスに加えて、次の表で説明するメトリクスを取得します。DEFAULT レベルメトリクス
のみが無料です。この表のメトリクスには、クラスター名、ブローカー ID、トピックのディメンションが
あります。

Important

Apache Kafka 2.4.1 以降のバージョンを使用する Amazon MSK クラスターの場合、次の表のメト
リクスは、値が初めてゼロ以外になった後にのみ表示されます。たとえば、BytesInPerSec を
表示するには、1 つ以上のプロデューサーが最初にクラスターにデータを送信する必要がありま
す。

PER_TOPIC_PER_BROKER モニタリングレベルからスタートして使用可能な追加のメトリクス

名前 表示されている場
合

説明

FetchMessageConversionsPerSecトピックを作成し
た後。

1 秒あたりに変換されたフェッチ済みメッセージの
数。

MessagesInPerSec トピックを作成し
た後。

1 秒あたりに受信したメッセージ数。

ProduceMessageConversionsPerSecトピックを作成し
た後。

生成されたメッセージの 1 秒あたりの変換回数。

RemoteBytesInPerSec トピックを作成し
て、そのトピック
が制作/消費され
る状態になった
後。

指定されたトピックとブローカーのコンシューマー
フェッチに応じて階層型ストレージから転送された
バイト数。このメトリックには、指定されたブロー
カーのダウンストリームデータ転送トラフィックに
寄与するトピックのすべてのパーティションが含ま
れます。カテゴリ:トラフィックとエラー率。これ
は KIP-405 メトリックです。

RemoteBytesOutPerSec トピックを作成し
て、そのトピック
が制作/消費され
る状態になった
後。

指定されたトピックとブローカーの階層型ストレー
ジに転送されたバイト数。このメトリックには、指
定されたブローカーのアップストリームデータ転送
トラフィックに寄与するトピックのすべてのパー
ティションが含まれます。カテゴリ:トラフィック
とエラー率。これは KIP-405 メトリックです。

RemoteReadErrorPerSec トピックを作成し
て、そのトピック
が制作/消費され
る状態になった
後。

指定されたトピックに関するコンシューマーフェッ
チに応答して、指定されたブローカーがデータを取
得するために階層型ストレージに送信する読み取
りリクエストに対するエラーの割合。このメトリッ
クには、指定されたブローカーのダウンストリーム
データ転送トラフィックに寄与するトピックのすべ
てのパーティションが含まれます。カテゴリ:トラ
フィックとエラー率。これは KIP-405 メトリック
です。

RemoteReadRequestsPerSec トピックを作成し
て、そのトピック
が制作/消費され
る状態になった
後。

指定されたトピックに関するコンシューマーフェッ
チに応答して、指定されたブローカーがデータを取
得するために階層型ストレージに送信する読み取り
リクエストの数。このメトリックには、指定され
たブローカーのダウンストリームデータ転送トラ
フィックに寄与するトピックのすべてのパーティ
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名前 表示されている場
合

説明

ションが含まれます。カテゴリ:トラフィックとエ
ラー率。これは KIP-405 メトリックです。

RemoteWriteErrorPerSec トピックを作成し
て、そのトピック
が制作/消費され
る状態になった
後。

指定されたブローカーがデータを上流に転送する
ために階層型ストレージに送信する書き込みリク
エストに応答したときのエラー率。このメトリッ
クには、指定されたブローカーのアップストリーム
データ転送トラフィックに寄与するトピックのすべ
てのパーティションが含まれます。カテゴリ:トラ
フィックとエラー率。これは KIP-405 メトリック
です。

PER_TOPIC_PER_PARTITIONレベルモニタリング
モニタリングレベルを PER_TOPIC_PER_PARTITION に設定する
と、PER_TOPIC_PER_BROKER、PER_BROKER、および DEFAULT レベルのすべてのメトリクスに加え
て、次の表で説明するメトリクスが取得されます。DEFAULT レベルメトリクスのみが無料です。この表の
メトリクスには、コンシューマーグループ、トピック、パーティションのディメンションがあります。

PER_TOPIC_PER_PARTITION モニタリングレベルからスタートして使用可能な追加のメトリク
ス

名前 表示されている場
合

説明

EstimatedTimeLag コンシューマーグ
ループがトピック
から消費した後。

パーティションオフセットラグを排出するための推
定時間 (秒単位)。

OffsetLag コンシューマーグ
ループがトピック
から消費した後。

オフセット数のパーティションレベルのコンシュー
マーラグ。

を使用して Amazon MSK メトリクスを表示する 
CloudWatch

CloudWatch コンソール、コマンドライン、または CloudWatch API を使用して Amazon MSK のメトリク
スをモニタリングできます。次の手順は、これらのさまざまなメソッドを使用してメトリクスにアクセス
する方法を示しています。

CloudWatch コンソールを使用してメトリクスにアクセスするには

AWS Management Consoleにログインし、https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/ CloudWatch  で
コンソールを開きます。

1. ナビゲーションペインで Metrics (メトリクス) を選択します。
2. All metrics (すべてのメトリクス) タブを選択してから、AWS/Kafkaを選択します。
3. トピックレベルのメトリクスを表示するには、ブローカーレベルのメトリクスの場合は、[Topic, 

Broker ID, Cluster Name (トピック、ブローカー ID、クラスター名)] を選択し、クラスターレベルの
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メトリクスの場合は [Broker ID, Cluster Name (ブローカー ID、クラスター名)]を選択して、[Cluster 
Name (クラスター名)] を選択します。

4. (オプション) グラフペインで、統計と期間を選択し、 CloudWatch これらの設定を使用してアラーム
を作成します。

AWS CLI を使用してメトリクスにアクセスするには

get-metric-statisticsリストメトリックとコマンドを使用してください。

CloudWatch CLI を使用してメトリクスにアクセスするには

mon-list-metrics コマンドおよび mon-get-stats コマンドを使用します。

CloudWatch API を使用してメトリクスにアクセスするには

ListMetricsGetMetricStatisticsおよび操作を使用してください。

コンシューマー・ラグ・モニタリング
コンシューマーラグをモニタリングすることで、トピックで利用可能な最新のデータに追いついていな
い、遅いまたはスタックしたコンシューマーを特定できます。必要に応じて、それらのコンシューマーの
スケーリングや再起動などの修正アクションを実行できます。コンシューマーラグをモニタリングするに
は、Amazon CloudWatch を使用するか、Prometheus でオープンモニタリングを使用できます。

コンシューマーラグメトリクスは、トピックに書き込まれた最新のデータとアプリケーションによっ
て読み取られたデータの違いを定量化します。Amazon MSK には、Amazon CloudWatch または 
PrometheusSumOffsetLag によるオープンモニタリングを通じて取得できるコンシューマーラグメトリ
クスがあります。EstimatedMaxTimeLagEstimatedTimeLagMaxOffsetLag、OffsetLag、、、これ
らのメトリクスの詳細については、「the section called “によるモニタリング用の Amazon MSK メトリッ
クス CloudWatch” (p. 170)」を参照してください。

Amazon MSK は、Apache Kafka 2.2.1 以降のバージョンを搭載したクラスターのコンシューマーラグメト
リクスをサポートしています。

Note

2020 年 11 月 23 日より前に作成されたクラスターのコンシューマーラグモニタリングを有効に
するには、クラスターで Apache Kafka 2.2.1 以降のバージョンが実行されていることを確認して
から、サポートケースを作成します。

Prometheus によるオープンモニタリング
時系列メトリクスデータのオープンソースモニタリングシステムである Prometheus を使用して、MSK 
クラスターをモニタリングできます。Prometheus のリモート書き込み機能を使用して、このデータを 
Amazon マネージドサービス for Prometheus に公開できます。また、Prometheus でフォーマットされた
メトリクスと互換性のあるツールや、Datadog、Lenses、New Relic、Sumo Logic など、Amazon MSK 
オープンモニタリングに統合されたツールを使用することもできます。オープンモニタリングは無料で
すが、アベイラビリティーゾーン間のデータ転送には料金がかかります。Prometheus の詳細について
は、Prometheus のドキュメントを参照してください。
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オープンモニタリングを有効にして 
Amazon MSK クラスターを作成する

オープンモニタリングを有効にして Amazon MSK ク
ラスターを作成する
AWS Management Consoleの使用

1. AWS Management Console にサインインし、Amazon MSK コンソールhttps:// 
console.aws.amazon.com/msk/home?region=us-east-1#/home/を開きます。

2. [Monitoring (モニタリング)] セクションで、[Enable open monitoring with Prometheus (Prometheus で
オープンモニタリングを有効にする)] の横にあるチェックボックスをオンにします。

3. ページのすべてのセクションに必要な情報を入力し、使用可能なすべてのオプションを確認します。
4. Create cluster (クラスターの作成) を選択します。

AWS CLIの使用

• create-cluster コマンドを呼び出し、open-monitoring オプションを指定しま
す。JmxExporter、NodeExporter、またはその両方を有効にします。open-monitoring を指定
した場合、2 つのエクスポーターを同時に無効にすることはできません。

API の使用

• CreateCluster操作を呼び出して指定しますOpenMonitoring。jmxExporter、nodeExporter、ま
たはその両方を有効にします。OpenMonitoring を指定した場合、2 つのエクスポーターを同時に無
効にすることはできません。

既存の Amazon MSK クラスターのオープンモニタリ
ングを有効にする
オープンモニタリングを有効にするには、クラスターが ACTIVE 状態であることを確認します。

AWS Management Consoleの使用

1. AWS Management Console にサインインし、Amazon MSK コンソールhttps:// 
console.aws.amazon.com/msk/home?region=us-east-1#/home/を開きます。

2. 更新するクラスターの名前を選択します。これにより、そのクラスターの詳細が記載されたページに
移動します。

3. [プロパティ] タブを下にスクロールして [監視] セクションを探します。
4. Edit (編集) を選択します。
5. [Enable open monitoring with Prometheus (Prometheus でオープンモニタリングを有効にする)] の横

にあるチェックボックスをオンにします。
6. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

AWS CLI の使用

• update-monitoring コマンドを呼び出し、その open-monitoring オプションを指定しま
す。JmxExporter、NodeExporter、またはその両方を有効にします。open-monitoring を指定
した場合、2 つのエクスポーターを同時に無効にすることはできません。

184

https://console.aws.amazon.com/msk/home?region=us-east-1#/home/
https://console.aws.amazon.com/msk/home?region=us-east-1#/home/
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/kafka/create-cluster.html
https://docs.aws.amazon.com/msk/1.0/apireference/clusters.html#CreateCluster
https://console.aws.amazon.com/msk/home?region=us-east-1#/home/
https://console.aws.amazon.com/msk/home?region=us-east-1#/home/
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/kafka/update-monitoring.html


Amazon Managed Streaming for 
Apache Kafka デベロッパーガイド

Amazon EC2 インスタンスでPrometheus ホストを設定する

API の使用

• UpdateMonitoring操作を呼び出して指定しま
すOpenMonitoring。jmxExporter、nodeExporter、またはその両方を有効にしま
す。OpenMonitoring を指定した場合、2 つのエクスポーターを同時に無効にすることはできませ
ん。

Amazon EC2 インスタンスでPrometheus ホストを設
定する
1. Prometheus サーバーを https://prometheus.io/download/#prometheus から Amazon EC2 インスタン

スにダウンロードします。
2. ダウンロードしたファイルをディレクトリに展開し、そのディレクトリに移動します。
3. 次の内容で、prometheus.yml という名前のファイルを作成します。

# file: prometheus.yml
# my global config
global: 
  scrape_interval:     60s

# A scrape configuration containing exactly one endpoint to scrape:
# Here it's Prometheus itself.
scrape_configs: 
  # The job name is added as a label `job=<job_name>` to any timeseries scraped from 
 this config. 
  - job_name: 'prometheus' 
    static_configs: 
    # 9090 is the prometheus server port 
    - targets: ['localhost:9090'] 
  - job_name: 'broker' 
    file_sd_configs: 
    - files: 
      - 'targets.json'

4. ListNodesオペレーションを使用して、クラスターのブローカーのリストを取得します。
5. 以下の JSON を使用した targets.json という名前のファイルを作成しま

す。broker_dns_1、broker_dns_2、残りのブローカーの DNS 名を、前の手順でブローカー用に
取得した DNS 名に置き換えます。前のステップで取得したブローカーのすべてを含めます。Amazon 
MSK は、JMX Exporter にポート 11001 を使用し、Node Exporter にポート 11002 を使用します。

[ 
  { 
    "labels": { 
      "job": "jmx" 
    }, 
    "targets": [ 
      "broker_dns_1:11001", 
      "broker_dns_2:11001", 
      . 
      . 
      . 
      "broker_dns_N:11001" 
    ] 
  }, 
  { 
    "labels": { 
      "job": "node" 
    }, 
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Prometheus メトリクス

    "targets": [ 
      "broker_dns_1:11002", 
      "broker_dns_2:11002", 
      . 
      . 
      . 
      "broker_dns_N:11002" 
    ] 
  }
]

6. Amazon EC2 インスタンスで Prometheus サーバーをスタートするには、Prometheus ファイルを
抽出して prometheus.yml と targets.json を保存したディレクトリで次のコマンドを実行しま
す。

./prometheus

7. 前のステップで Prometheus を実行した Amazon EC2 インスタンスの IPv4 パブリック IP アドレスを
見つけます。このパブリック IP アドレスは、次のステップで必要になります。

8. Prometheus ウェブ UI にアクセスするには、Amazon EC2 インスタンスにアクセスできるブラウ
ザを開き、Prometheus-Instance-Public-IP:9090 に移動します。ここで、Prometheus-
Instance-Public-IPは、前の手順で取得したパブリック IP アドレスです。

Prometheus メトリクス
Apache Kafka から JMX に出力されるすべてのメトリクスは、Prometheus のオープンモニタリングを使
用してアクセスできます。Apache Kafka のメトリクスについては、Apache Kafka のドキュメントの「モ
ニタリング」を参照してください。Apache Kafkaメトリクスに加えて、コンシューマラグメトリクスも 
JMX MBean 名 kafka.consumer.group:type=ConsumerLagMetrics のポート 11001 で利用できま
す。Prometheus Node Exporter を使用して、ポート 11002 でブローカーの CPU およびディスクメトリク
スを取得することもできます。

Prometheus メトリクスを Amazon Managed Service 
for Prometheus に保存します。
Amazon Managed Service for Prometheus は Amazon MSK クラスターのモニタリングに使用できる 
Prometheus 互換のモニタリングおよびアラートサービスです。これは、メトリクスの取り込み、スト
レージ、クエリ、アラートを自動的にスケーリングするフルマネージド型サービスです。また、AWSセ
キュリティサービスと統合して、データへの高速かつ安全なアクセスを可能にします。オープンソースの 
PromQL クエリ言語を使用して、メトリクスをクエリし、それらに関するアラートを作成できます。

詳細については、Amazon Managed Service for Prometheus の使用を開始するを参照してください。
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を使用する LinkedInの Cruise Control 
for Apache Kafka を Amazon MSK で
使用する

ではを使用できます。 LinkedInの Cruise Control を使用して、Amazon MSK クラスターのバランスを取り
直し、異常を検出して修正し、クラスターの状態とヘルスをモニタリングできます。

Cruise Control をダウンロードして構築するには

1. Amazon MSK クラスターと同じ Amazon VPC に Amazon EC2 インスタンスを作成します。
2. 前のステップで作成した Amazon EC2 インスタンスに Prometheus をインストールします。プライ

ベート IP とポートに注意してください。デフォルトのポート番号は 9090 です。クラスターのメトリ
クスを集約するように Prometheus を構成する方法については、「the section called “Prometheus に
よるオープンモニタリング” (p. 183)」を参照してください。

3. Amazon EC2 インスタンスに Cruise Control をダウンロードします。(または、必要に応じて、Cruise 
Control に別の Amazon EC2 インスタンスを使用することもできます。) Apache Kafka バージョン 
2.4.* を搭載したクラスターの場合は、最新の 2.4.* Cruise Control リリースを使用してください。ク
ラスターに 2.4.* より古いバージョンの Apache Kafka がある場合は、最新の 2.0.* Cruise Control リ
リースを使用してください。

4. Cruise Control ファイルを解凍してから、解凍したフォルダに移動します。
5. 次のコマンドを実行して git をインストールします。

sudo yum -y install git

6. 次のコマンドを実行して、ローカルリポジトリを初期化します。Your-Cruise-Control-
Folderを、現在のフォルダ (Cruise Control のダウンロードを解凍したときに取得したフォルダ) の名
前に置き換えます。

git init && git add . && git commit -m "Init local repo." && git tag -a Your-Cruise-
Control-Folder -m "Init local version."

7. 次のコマンドを実行して、ソースコードを構築します。

./gradlew jar copyDependantLibs

Cruise Control を設定して実行するには

1. config/cruisecontrol.properties ファイルを次のように更新します。例のブートストラップ
サーバーと Apache を置き換えます。 ZooKeeper クラスターの値を含む接続文字列。クラスターのこ
れらの文字列を取得するには、コンソールでクラスターの詳細を確認できます。を使用することもで
きます。GetBootstrapBrokersそしてDescribeClusterAPI オペレーションまたはその同等の CLI です。

# If using TLS encryption, use 9094; use 9092 if using plaintext
bootstrap.servers=b-1.test-cluster.2skv42.c1.kafka.us-
east-1.amazonaws.com:9094,b-2.test-cluster.2skv42.c1.kafka.us-
east-1.amazonaws.com:9094,b-3.test-cluster.2skv42.c1.kafka.us-east-1.amazonaws.com:9094
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zookeeper.connect=z-1.test-cluster.2skv42.c1.kafka.us-
east-1.amazonaws.com:2181,z-2.test-cluster.2skv42.c1.kafka.us-
east-1.amazonaws.com:2181,z-3.test-cluster.2skv42.c1.kafka.us-east-1.amazonaws.com:2181 
     
# SSL properties, needed if cluster is using TLS encryption
security.protocol=SSL
ssl.truststore.location=/home/ec2-user/kafka.client.truststore.jks 
     
# Use the Prometheus Metric Sampler
metric.sampler.class=com.linkedin.kafka.cruisecontrol.monitor.sampling.prometheus.PrometheusMetricSampler 
     
# Prometheus Metric Sampler specific configuration
prometheus.server.endpoint=1.2.3.4:9090 # Replace with your Prometheus IP and port 
     
# Change the capacity config file and specify its path; details below
capacity.config.file=config/capacityCores.json

2. config/capacityCores.json ファイルを編集して、適切なディスクサイズ、CPU コア、および
ネットワークの入出力制限を指定します。♪DescribeClusterAPI オペレーション (またはそれに相当す
る CLI) を使用して、ディスクサイズを取得します。CPU コアとネットワークの入出力制限について
は、Amazon EC2 インスタンスタイプを参照してください。

{ 
  "brokerCapacities": [ 
    { 
      "brokerId": "-1", 
      "capacity": { 
        "DISK": "10000", 
        "CPU": { 
          "num.cores": "2" 
        }, 
        "NW_IN": "5000000", 
        "NW_OUT": "5000000" 
      }, 
      "doc": "This is the default capacity. Capacity unit used for disk is in MB, cpu 
 is in number of cores, network throughput is in KB." 
    } 
  ]
}

3. オプションで、Cruise Control UI をインストールできます。ダウンロードするには、Cruise Control 
Frontend の設定に移動します。

4. 次のコマンドを実行して、Cruise Control をスタートします。screen や tmux などのツールを使用し
て、長時間実行されるセッションを開いたままにすることを検討してください。

<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-cruise-control-start.sh config/
cruisecontrol.properties 9091

5. Cruise Control API または UI を使用して、Cruise Control にクラスター ロードデータがあり、リバラ
ンスの提案が行われていることを確認します。メトリクスの有効なウィンドウを取得するには、数分
かかる場合があります。
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Amazon MSK クォータ

Amazon MSK クォータ
Amazon MSK クォータ

• アカウントごとに最大 90 のブローカー、クラスターごとに 30 のブローカー。クォータの引き上げをリ
クエストするには、  サポートケースを作成します。

• ブローカーごとに最低 1 GiB のストレージ。
• ブローカーごとに最大 16384 GiB のストレージ。
• the section called “IAM アクセスコントロール” (p. 126) を使用するクラスターは、ブローカーごと

に常に最大 3000 の TCP 接続を持つことができます。この制限を増やすには、Kafka AlterConfig 
APIlistener.name.client_iam.max.connectionslistener.name.client_iam_public.max.connectionskafka-
configs.sh またはツールを使用してまたは設定プロパティを調整できます。どちらかのプロパティを
高い値に上げると、利用できなくなる可能性があることに注意してください。

• TCP 接続の制限。を使用するクラスターは、タイプ kafka.t3.small を除くすべてのブローカータイ
プに対して、ブローカーごとに 1 秒あたり最大 20 TCPthe section called “IAM アクセスコントロー
ル” (p. 126) 接続のレートで新しい接続を受け入れることができます。タイプ kafka.t3.small のブロー
カーは、ブローカーごとに 1 秒あたり 4 つの TCP 接続に制限されています。2022 年 5 月 25 日以降に
クラスターを作成した場合、接続レートバーストもサポートされます。古いクラスターで接続率バース
トをサポートしたい場合は、サポートケースを作成できます。

失敗した接続での再試行を処理するには、reconnect.backoff.msクライアント側で構成パラ
メータを設定できます。たとえば、クライアントが 1 秒後に接続を再試行するようにする場合
は、1000 に設定しますreconnect.backoff.ms。詳細については、Apache Kafka のドキュメントの
reconnect.backoff.msを参照してください。

• アカウントごとに最大 100 の構成。クォータの引き上げをリクエストするには、 サポートケースを作成
します。

• 設定あたりのリビジョンの最大数。
• MSK クラスターの構成または Apache Kafka バージョンを更新するには、最初に、ブローカーごとの

パーティションの数が the section called “ クラスターを適切なサイズにする:ブローカーのパーティショ
ン数” (p. 207) で説明されている制限を下回っていることを確認します。

MSK サーバーレス クォータ
ディメンション クォータ

最大入力スループット 200 MBps

最大出力スループット 400 MBps

最大保存期間 無制限

クライアント接続の最大数 1,000

接続の最大接続の最大接続の最大数 100/秒

最大メッセージサイズ (MB) 8 MiB

最大リクエストレート 15,000/秒
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MSK Connect クォータ

ディメンション クォータ

リクエストあたりの最大フェッチバイト数 55 MB

ユーザーグループの最大数 500

パーティションの最大数 圧縮されていないトピックの場合は 2400、圧縮さ
れたトピックの場合は 120。クォータ調整をリク
エストするには、サポートケースを作成してくだ
さい。

パーティションの作成と削除の最大レート 5 分あたり 250

パーティションあたりの最大入力スループット 5 MBps

パーティションあたりの最大出力スループット 10 MBps

最大パーティションサイズ 250 GiB

サーバーレスクラスターあたりのクライアント 
VPC の最大数

5

アカウントあたりのサーバーレスクラスターの最大
数

3

MSK Connect クォータ
• 最大 100 個のカスタムプラグイン。
• 最大 100 個のワーカー構成。
• 最大 60 人のコネクトワーカー。コネクタがオートスケーリングされた容量を持つように設定されて

いる場合、コネクタが持つように設定されているワーカーの最大数は、MSK Connect がアカウントの
クォータを計算するために使用する数です。

• コネクタあたり最大10人のワーカー。

MSK Connect のより高いクォータをリクエストするには、サポートケースを作成します。
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Amazon MSK リソース
この用語リソースAmazon MSK では、コンテキストに応じて 2 つの意味があります。API のコンテキス
トでは、リソースはオペレーションを呼び出すことができる構造体です。これらのリソースのリストと、
それらのリソースに対して呼び出すことができるオペレーションについては、「」リソースAmazon MSK 
API リファレンスの「」。の文脈でthe section called “IAM アクセスコントロール” (p. 126)では、リソース
とは、アクセスを許可または拒否できるエンティティです。the section called “リソース” (p. 132)セクショ
ンに追加します。
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Athena

MSK 手法
このセクションでは、Amazon MSKAWS と統合される機能への参照先を示します。

トピック
• Amazon Athena の MSK 用の Amazon Apache Apache で (p. 192)
• Amazon Redshift ストリーミングデータインジェスト (p. 192)

Amazon Athena の MSK 用の Amazon Apache 
Apache で

Amazon Athena 用の Amazon Apache Kafka トピックに対する SQL クエリを実行できるようになりま
す。このコネクタを使用すると、Apache Kafka トピックをテーブルとして、メッセージを Athena の行と
して表示できます。

詳細については、Amazon Athena ユーザーガイドの「Amazon Athena MSK コネクタ」を参照してくださ
い。

Amazon Redshift ストリーミングデータインジェス
ト

Amazon Redshift は Amazon MSK からのストリーミングインジェストをサポートしています。Amazon 
Redshift のストリーミング取り込み機能により、Amazon MSK から Amazon Redshift マテリアライズ
ドビューへの、低レイテンシーかつ高速なストリーミングデータを取り込むことが可能です。Amazon 
Redshift は Amazon S3 にデータをステージングする必要がないため、ストリーミングデータをより低
いレイテンシーと低いストレージコストで取り込むことができます。SQL ステートメントを使用して 
Amazon MSK トピックを認証して接続することで、Amazon Redshift クラスターで Amazon Redshift スト
リーミングインジェストを設定できます。

詳細については、Amazon Redshift データベース開発者ガイドの「ストリーミングインジェスト」を参照
してください。
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サポート対象の Apache Kafka バージョン

Apache Kafka バージョン
Amazon MSK クラスターを作成するときは、クラスターに含める Apache Kafka バージョンを指定しま
す。既存のクラスターの Apache Kafka バージョンを更新することもできます。

トピック
• サポート対象の Apache Kafka バージョン (p. 193)
• Apache Kafka バージョンの更新 (p. 197)

サポート対象の Apache Kafka バージョン
Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) は、次の Apache Kafka および Amazon 
MSK バージョンをサポートします。

トピック
• Apache Kafka バージョン 3.4.0 (p. 193)
• Apache Kafka バージョン 3.3.2 (p. 194)
• Apache Kafka バージョン 3.3.1 (p. 194)
• Apache Kafka バージョン 3.2.0 (p. 194)
• Apache Kafka バージョン 3.1.1 (p. 194)
• Amazon MSK 階層型ストレージバージョン 2.8.2 階層型 (p. 194)
• Apache Kafka バージョン 2.8.1「推奨」 (p. 194)
• Apache Kafka バージョン 2.8.0 (p. 194)
• Apache Kafka バージョン 2.7.2 (p. 195)
• Apache Kafka バージョン 2.7.1 (p. 195)
• Apache Kafka バージョン 2.6.3 (p. 195)
• Apache Kafka バージョン 2.6.2 (p. 195)
• Apache Kafka バージョン 2.7.0 (p. 195)
• Apache Kafka バージョン 2.6.1 (p. 195)
• Apache Kafka バージョン 2.6.0 (p. 195)
• Apache Kafka バージョン 2.5.1 (p. 195)
• Amazon MSK のバグ修正バージョン 2.4.1.1 (p. 196)
• Apache Kafka バージョン 2.4.1 (代わりに 2.4.1.1 を使用)  (p. 196)
• Apache Kafka バージョン 2.3.1 (p. 197)
• Apache Kafka バージョン 2.2.1 (p. 197)
• Apache Kafka バージョン 1.1.1 (既存のクラスターのみ) (p. 197)

Apache Kafka バージョン 3.4.0
Apache Kafka バージョン 3.4.0 の詳細については、Apache Kafka バージョンを参照してください。
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Amazon MSK は、安定性のため、今回のリリースでもクォーラム管理に ZooKeeper を引き続き使用およ
び管理します。

Apache Kafka バージョン 3.3.2
Apache Kafka バージョン 3.3.2 の詳細については、Apache Kafka バージョンを参照してください。

Amazon MSK は、安定性のため、今回のリリースでもクォーラム管理に ZooKeeper を引き続き使用およ
び管理します。

Apache Kafka バージョン 3.3.1
Apache Kafka バージョン 3.3.1 の詳細については、Apache Kafka バージョンを参照してください。

Amazon MSK は、安定性のため、今回のリリースでもクォーラム管理に ZooKeeper を引き続き使用およ
び管理します。

Apache Kafka バージョン 3.2.0
Apache Kafka バージョン 3.2.0 の詳細については、Apache Kafka バージョン 3.2.0 の詳細について
は、Apache Kafka バージョンを参照してください。

Amazon MSK は、安定性のため、今回のリリースでもクォーラム管理に ZooKeeper を引き続き使用およ
び管理します。

Apache Kafka バージョン 3.1.1
Apache Kafka バージョン 3.1.1 の詳細については、Apache Kafka バージョンを参照してください。

Amazon MSK は、安定性のため、今回のリリースでもクォーラム管理に ZooKeeper を引き続き使用およ
び管理します。

Amazon MSK 階層型ストレージバージョン 2.8.2 階層
型
このリリースは、Apache Kafka バージョン 2.8.2 の Amazon MSK のみのバグバージョンです。

2.8.2 階層型リリースには、Apache Kafka 用の KIP-405 で導入された API と互換性のある階層型ストレー
ジ機能が含まれています。Amazon MSK の階層化ストレージ機能の詳細については、「」を参照してくだ
さい階層型ストレージ (p. 16)。

Apache Kafka バージョン 2.8.1「推奨」
Apache Kafka バージョン 2.8.1 の詳細については、Apache Kafka ダウンロードサイトのリリースノー
トを参照してください。

Apache Kafka バージョン 2.8.0
Apache Kafka バージョン 2.8.0 の詳細については、Apache Kafka ダウンロードサイトのリリースノー
トを参照してください。
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Apache Kafka バージョン 2.7.2
Apache Kafka バージョン 2.7.2 の詳細については、Apache Kafka ダウンロードサイトのリリースノー
トを参照してください。

Apache Kafka バージョン 2.7.1
Apache Kafka バージョン 2.7.1 の詳細については、Apache Kafka ダウンロードサイトのリリースノー
トを参照してください。

Apache Kafka バージョン 2.6.3
Apache Kafka バージョン 2.6.3 の詳細については、Apache Kafka ダウンロードサイトのリリースノー
トを参照してください。

Apache Kafka バージョン 2.6.2
Apache Kafka バージョン 2.6.2 の詳細については、Apache Kafka ダウンロードサイトのリリースノー
トを参照してください。

Apache Kafka バージョン 2.7.0
Apache Kafka バージョン 2.7.0 の詳細については、Apache Kafka ダウンロードサイトのリリースノー
トを参照してください。

Apache Kafka バージョン 2.6.1
Apache Kafka バージョン 2.6.1 の詳細については、Apache Kafka ダウンロードサイトの リリースノート
を参照してください。

Apache Kafka バージョン 2.6.0
Apache Kafka バージョン 2.6.0 の詳細については、Apache Kafka ダウンロードサイトの リリースノート
を参照してください。

Apache Kafka バージョン 2.5.1
Apache Kafka バージョン 2.5.1 には、Apache Kafka バージョン 2.5.1 には、Apache Kafka バージョン 
2.5.1 には、Apache Kafka バージョン 2.5.1 ZooKeeper にはいくつかのバグ修正と新機能が含まれていま
す。Amazon MSK は、DescribeCluster オペレーションでクエリできる TLS ZooKeeper エンドポイントを
提供します。

DescribeClusterこのオペレーションの出力には、TLS zookeeperZookeeperConnectStringTls エンド
ポイントを一覧表示するノードが含まれます。

次の例は、DescribeCluster オペレーションの応答の ZookeeperConnectStringTls ノードを示し
ています。

"ZookeeperConnectStringTls": "z-3.awskafkatutorialc.abcd123.c3.kafka.us-
east-1.amazonaws.com:2182,z-2.awskafkatutorialc.abcd123.c3.kafka.us-
east-1.amazonaws.com:2182,z-1.awskafkatutorialc.abcd123.c3.kafka.us-
east-1.amazonaws.com:2182"
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Amazon MSK のバグ修正バージョン 2.4.1.1

zookeeper で TLS 暗号化を使用する方法については、「Apache での TLS セキュリティの使用 
ZooKeeper (p. 144)」を参照してください。

Apache Kafka バージョン 2.5.1 の詳細については、Apache Kafka ダウンロードサイトのリリースノー
トを参照してください。

Amazon MSK のバグ修正バージョン 2.4.1.1
このリリースは、Apache Kafka バージョン 2.4.1 の Amazon MSK のみのバグ修正バージョンです。
このバグ修正リリースには、KAFKA-9752の修正が含まれています。これは、コンシューマーグルー
プが継続的にリバランスして PreparingRebalance 状態のままになるまれな問題です。この問題
は、Apache Kafka バージョン 2.3.1 および 2.4.1 を実行しているクラスターに影響します。このリリース
には、Apache Kafka バージョン 2.5.0 で利用可能なコミュニティで作成された修正が含まれています。

Note

バージョン 2.4.1.1 を実行している Amazon MSK クラスターは、Apache Kafka バージョン 2.4.1 
と互換性のあるすべての Apache Kafka クライアントと互換性があります。

Apache Kafka 2.4.1 を使用する場合は、新しい Amazon MSK クラスターに MSK バグ修正バージョン 
2.4.1.1 を使用することをお勧めします。Apache Kafka バージョン 2.4.1 を実行している既存のクラスター
をこのバージョンに更新して、この修正を組み込むことができます。既存のクラスターのアップグレード
については、「Apache Kafka バージョンの更新 (p. 197)」を参照してください。

クラスターをバージョン 2.4.1.1 にアップグレードせずにこの問題を回避するには、Amazon MSK クラス
ターのトラブルシューティング (p. 200) ガイドの コンシューマーグループが PreparingRebalance 状
態から変化しない (p. 200) セクションを参照してください。

Apache Kafka バージョン 2.4.1 (代わりに 2.4.1.1 を使
用)

Note

Apache Kafka バージョン 2.4.1 で MSK クラスターを作成することはできなくなりました。代わ
りに、Apache Kafka バージョン 2.4.1 と互換性のあるクライアントで Amazon MSK のバグ修正
バージョン 2.4.1.1 (p. 196) を使用できます。また、Apache Kafka バージョン 2.4.1 を使用する 
MSK クラスターが既にある場合は、代わりに Apache Kafka バージョン 2.4.1.1 を使用するよう
に更新することをお勧めします。

KIP-392 は、Apache Kafka の 2.4.1 リリースに含まれている主要な Kafka 改善提案の1つです。この
改善により、コンシューマーは最も近いレプリカからフェッチできます。この機能を使用するには、
コンシューマープロパティの client.rack をコンシューマーのアベイラビリティーゾーンの ID に
設定します。AZ ID の例は use1-az1 です。Amazon MSK は、broker.rack をブローカーのアベ
イラビリティーゾーンの ID に設定します。また、replica.selector.class 設定プロパティを
org.apache.kafka.common.replica.RackAwareReplicaSelector に設定する必要があります。
これは、Apache Kafka が提供するラック認識の実装です。

Apache Kafka のこのバージョンを使用すると、PER_TOPIC_PER_BROKER モニタリングレベルのメトリ
クスは、その値が初めてゼロ以外になった後にのみ表示されます。詳細については、「the section called 
“PER_TOPIC_PER_BROKERレベルモニタリング” (p. 181)」を参照してください。

アベイラビリティーゾーン ID を見つける方法については、「AWS Resource Access Manager ユーザーガ
イド」のリソースの AZ IDを参照してください。

設定プロパティの設定については、「構成 (p. 42)」を参照してください。

KIP-392 の詳細については、Confluence ページの Allow Consumers to Fetch from Closest Replicaを参照
してください。
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Apache Kafka バージョン 2.4.1 の詳細については、Apache Kafka ダウンロードサイトのリリースノー
トを参照してください。

Apache Kafka バージョン 2.3.1
Apache Kafka バージョン 2.3.1 の詳細については、Apache Kafka ダウンロードサイトの リリースノート
を参照してください。

Apache Kafka バージョン 2.2.1
Apache Kafka バージョン 2.2.1 の詳細については、Apache Kafka ダウンロードサイトのリリースノー
トを参照してください。

Apache Kafka バージョン 1.1.1 (既存のクラスターの
み)
Apache Kafka バージョン 1.1.1 を使用して新しい MSK クラスターを作成することはできなくなり
ました。Apache Kafka バージョン 1.1.1 で構成されている既存のクラスターを引き続き使用できま
す。Apache Kafka バージョン 1.1.1 については、Apache Kafka ダウンロードサイトのリリースノートを
参照してください。

Apache Kafka バージョンの更新
既存の MSK クラスターを新しいバージョンの Apache Kafka に更新できます。以前のバージョンに更新す
ることはできません。MSK クラスターの Apache Kafka バージョンを更新するときは、クライアント側ソ
フトウェアもチェックして、そのバージョンでクラスターの新しい Apache Kafka バージョンの機能を使
用できることを確認してください。Amazon MSK は、サーバーソフトウェアのみを更新します。クライア
ントは更新されません。

更新中にクラスターの可用性を高める方法については、「the section called “高可用性クラスターの構
築” (p. 208)」を参照してください。

Important

the section called “ クラスターを適切なサイズにする:ブローカーのパーティション数” (p. 207)
で説明されている制限を超える MSK クラスターの Apache Kafka バージョンを更新することはで
きません。

AWS Management Console を使用した Apache Kafka バージョンの更新

1. https://console.aws.amazon.com/msk/ で Amazon MSK コンソールを開きます。
2. Apache Kafka バージョンを更新する MSK クラスターを選択します。
3. 「プロパティ」タブの「Apache Kafka バージョン」セクションで「アップグレード」を選択します。

AWS CLI を使用した Apache Kafka バージョンの更新

1. クラスターの作成時に取得したAmazon リソースネーム (ARN) ClusterArnに置き換えて、次のコマ
ンドを実行します。クラスターの ARN がない場合は、すべてのクラスターを一覧表示することで見
つけられます。詳細については、「the section called “クラスターの一覧表示” (p. 24)」を参照してく
ださい。

aws kafka get-compatible-kafka-versions --cluster-arn ClusterArn
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このコマンドの出力には、クラスターを更新できる Apache Kafka バージョンのリストが含まれてい
ます。次の例のようになります。

{ 
    "CompatibleKafkaVersions": [ 
        { 
            "SourceVersion": "2.2.1", 
            "TargetVersions": [ 
                "2.3.1", 
                "2.4.1", 
                "2.4.1.1", 
                "2.5.1" 
            ] 
        } 
    ]
}

2. クラスターの作成時に取得したAmazon リソースネーム (ARN) ClusterArnに置き換えて、次のコマ
ンドを実行します。クラスターの ARN がない場合は、すべてのクラスターを一覧表示することで見
つけられます。詳細については、「the section called “クラスターの一覧表示” (p. 24)」を参照してく
ださい。

Current-Cluster-Version を、クラスターの現在のバージョンに置き換えます。前のコマンドの
出力から、任意のターゲットバージョンを指定できます。TargetVersion

Important

クラスターのバージョンは単純な整数ではありません。クラスターの現在のバージョンを確
認するには、DescribeClusterオペレーションまたは describe-clusterAWS CLI コマンドを使
用します。サンプルのバージョンは KTVPDKIKX0DER です。

aws kafka update-cluster-kafka-version --cluster-arn ClusterArn --current-
version Current-Cluster-Version --target-kafka-version TargetVersion

前のコマンドの出力は以下の JSON のようになります。

{ 
     
    "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster/exampleClusterName/
abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2", 
    "ClusterOperationArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster-
operation/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2/0123abcd-
abcd-4f7f-1234-9876543210ef"
}

3. update-cluster-kafka-version操作の結果を取得するには、コマンドの出力で取得した ARN
ClusterOperationArnに置き換えて、update-cluster-kafka-version次のコマンドを実行し
ます。

aws kafka describe-cluster-operation --cluster-operation-arn ClusterOperationArn

この describe-cluster-operation コマンドの出力は、次の JSON の例のようになります。

{ 
    "ClusterOperationInfo": { 
        "ClientRequestId": "62cd41d2-1206-4ebf-85a8-dbb2ba0fe259", 
        "ClusterArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster/exampleClusterName/
abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2", 
        "CreationTime": "2021-03-11T20:34:59.648000+00:00", 
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        "OperationArn": "arn:aws:kafka:us-east-1:012345678012:cluster-
operation/exampleClusterName/abcdefab-1234-abcd-5678-cdef0123ab01-2/0123abcd-
abcd-4f7f-1234-9876543210ef", 
        "OperationState": "UPDATE_IN_PROGRESS", 
        "OperationSteps": [ 
            { 
                "StepInfo": { 
                    "StepStatus": "IN_PROGRESS" 
                }, 
                "StepName": "INITIALIZE_UPDATE" 
            }, 
            { 
                "StepInfo": { 
                    "StepStatus": "PENDING" 
                }, 
                "StepName": "UPDATE_APACHE_KAFKA_BINARIES" 
            }, 
            { 
                "StepInfo": { 
                    "StepStatus": "PENDING" 
                }, 
                "StepName": "FINALIZE_UPDATE" 
            } 
        ], 
        "OperationType": "UPDATE_CLUSTER_KAFKA_VERSION", 
        "SourceClusterInfo": { 
            "KafkaVersion": "2.4.1" 
        }, 
        "TargetClusterInfo": { 
            "KafkaVersion": "2.6.1" 
        } 
    }
}

OperationState の値が UPDATE_IN_PROGRESS の場合は、しばらく待ってから再度 describe-
cluster-operation コマンドを実行します。オペレーションが完了すると、OperationState の
値は UPDATE_COMPLETE になります。Amazon MSK がオペレーションを完了するのに必要な時間は
さまざまであるため、オペレーションが完了するまで繰り返しチェックする必要がある場合がありま
す。

API を使用した Apache Kafka バージョンの更新

1. GetCompatibleKafkaVersionsオペレーションを実行すると、クラスターを更新できる Apache Kafka 
バージョンのリストを取得できます。

2. UpdateClusterKafkaVersionオペレーションを呼び出して、クラスターを互換性のある Apache Kafka 
バージョンのいずれかに更新します。

199

https://docs.aws.amazon.com/msk/1.0/apireference/compatible-kafka-versions.html#GetCompatibleKafkaVersions
https://docs.aws.amazon.com/msk/1.0/apireference/clusters-clusterarn-version.html#UpdateClusterKafkaVersion


Amazon Managed Streaming for 
Apache Kafka デベロッパーガイド

コンシューマーグループが
PreparingRebalance 状態から変化しない

Amazon MSK クラスターのトラブル
シューティング

次の情報は、お使いの Amazon MSK クラスター に関する問題を解決するために役立ちます。問題を投稿
することもできますAWS re:Post。

トピック
• コンシューマーグループが PreparingRebalance 状態から変化しない (p. 200)
• Amazon CloudWatch Logs へのブローカーログの配信エラー (p. 201)
• デフォルトのセキュリティグループがない (p. 202)
• クラスターが [作成中] 状態のまま停止しているように見える (p. 202)
• クラスターの状態が [作成中] から [失敗] に変わる (p. 202)
• クラスターの状態は [アクティブ] であるが、プロデューサーがデータを送信できないか、コンシュー

マーがデータを受信できない (p. 202)
• AWS CLI が Amazon MSKを認識しない (p. 202)
• パーティションがオフラインになるか、レプリカが同期しない (p. 203)
• ディスク容量が不足している (p. 203)
• メモリが不足している (p. 203)
• プロデューサーは NotLeaderForPartitionException (p. 203)
• 0 より大きいアンダーレプリケートパーティション (URP) (p. 203)
• クラスターには __amazon_msk_canary と __amazon_msk_canary_state というトピックがありま

す (p. 204)
• パーティションレプリケーションが失敗する (p. 204)
• パブリックアクセスが有効になっているクラスターにアクセスできない (p. 204)
• 内部からクラスターにアクセスできないAWS:ネットワークの問題 (p. 204)
• 認証失敗:接続数が多すぎます (p. 206)
• MSK サーバーレス:クラスターの作成に失敗する (p. 206)

コンシューマーグループが PreparingRebalance
状態から変化しない

1 つ以上のコンシューマーグループが永続的リバランシング状態から変化しない場合、原因は Apache 
Kafka の問題である、KAFKA-9752 の可能性があります。これは Apache Kafka バージョン 2.3.1 および 
2.4.1 に影響します。

この問題を解決するには、クラスターをこの問題の修正が含まれている Amazon MSK のバグ修正バー
ジョン 2.4.1.1 (p. 196) にアップグレードすることをお勧めします。既存のクラスターを Amazon MSK バ
グ修正バージョン 2.4.1.1 に更新する方法については、「Apache Kafka バージョンの更新 (p. 197)」を参
照してください。

クラスターを Amazon MSK バグ修正バージョン 2.4.1.1 にアップグレードせずにこの問題を解決するため
の回避策は、Kafka クライアントを 静的メンバーシッププロトコル (p. 201) を使用するように設定する
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静的メンバーシッププロトコル

か、またはスタックしたコンシューマーグループの調整ブローカーノードを 識別と再起動 (p. 201) しま
す。

スタティック・メンバーシップ・プロトコルの実装
クライアントに静的メンバーシッププロトコルを実装するには、以下を実行します。

1. Kafka Consumers の設定で group.instance.id のプロパティを、グループ内のコンシューマを識
別する静的文字列に設定します。

2. 設定の他のインスタンスが静的文字列を使用できるように更新されていることを確認してください。
3. Kafka コンシューマーに変更をデプロイします。

静的メンバーシッププロトコルの使用は、クライアント構成のセッションタイムアウトが、コンシューマ
グループのリバランスを早期にトリガーすることなくリカバリできる期間に設定されている場合、より効
果的です。例えば、コンシューマーアプリケーションが 5 分間の使用不可を許容できる場合、セッション
タイムアウトの妥当な値は、デフォルト値の 10 秒ではなく 4 分になります。

Note

静的メンバーシッププロトコルを使用すると、この問題が発生する確率を低下させることができ
ます。しかし、静的メンバーシッププロトコルを使用していても、この問題が発生する可能性は
あります。

調整ブローカーノードの再起動
コーディネートブローカーノードを再起動するには、以下の操作を実行します。

1. 「kafka-consumer-groups.sh」コマンドを使用してグループコーディネーターを特定します。
2. スタックしたコンシューマーグループのグループコーディネーターを、API アクションの API アク

ションの API アクションの  RebootBrokerAPI アクションを使用してリスタートします。

Amazon CloudWatch Logs へのブローカーログの配
信エラー

Amazon CloudWatch Logs にブローカーログを送信するようにクラスターを設定する際には、以下の 2 つ
のうちのどちらかの例外が発生することがあります。

InvalidInput.LengthOfCloudWatchResourcePolicyLimitExceeded 例外が発生した場合は、/
aws/vendedlogs/ から始まるロググループを使用して再試行してください。詳細については、「特定の 
Amazon Web Services からのログ記録を有効にする」を参照してください。

InvalidInput.NumberOfCloudWatchResourcePoliciesLimitExceededInput.Number 例外が発生
した場合は、アカウントで Amazon CloudWatch Logs の既存のポリシーを選択し、次の JSON をそのポリ
シーに追加してください。

{"Sid":"AWSLogDeliveryWrite","Effect":"Allow","Principal":
{"Service":"delivery.logs.amazonaws.com"},"Action":
["logs:CreateLogStream","logs:PutLogEvents"],"Resource":["*"]}

上の JSON を既存のポリシーに追加しようとして、選択したポリシーの最大長に達しているというエラー
が表示された場合は、Amazon CloudWatch Logs の別のポリシーに JSON を追加してみてください。既存
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デフォルトのセキュリティグループがない

のポリシーに JSON を追加したら、もう一度 Amazon CloudWatch Logs へのブローカーログの配信を設定
してください。

デフォルトのセキュリティグループがない
クラスターを作成しようとしたときに、デフォルトのセキュリティグループがないことを示すエラーが
表示される場合は、共有された VPC を使用している可能性があります。管理者に、この VPC のセキュ
リティグループを記述するアクセス許可を付与してもらうよう依頼して、再試行してください。このアク
ションを許可するポリシーの例については、「Amazon EC2: 特定の VPC に関連付けられた EC2 セキュリ
ティグループの管理をプログラムによりコンソールで許可する」を参照してください。

クラスターが [作成中] 状態のまま停止しているよう
に見える

クラスターの作成には、最大 30 分かかる場合があります。30 分間待ってから、クラスターの状態を再度
確認します。

クラスターの状態が [作成中] から [失敗] に変わる
クラスターをもう一度作成してみてください。

クラスターの状態は [アクティブ] であるが、プロ
デューサーがデータを送信できないか、コンシュー
マーがデータを受信できない

• クラスターの作成が成功した（クラスターの状態は ACTIVE）がデータの送受信ができない場合は、プ
ロデューサーおよびコンシューマーのアプリケーションがクラスターにアクセスできることを確認して
ください。詳細については、the section called “ステップ 3: クライアントマシンを作成する” (p. 7) のガ
イダンスを参照してください。

• プロデューサーとコンシューマーにクラスターへのアクセスがある場合で、データの生成と消費に問
題が生じる場合、原因は KAFKA-7697 である可能性があります。これは、Apache Kafka バージョン 
2.1.0 に影響し、1 つ以上のブローカーでデッドロックを引き起こす可能性があります。このバグの影
響を受けない Apache Kafka 2.2.1 への移行を検討してください。統合する方法について詳細は、「移行
 (p. 167)」を参照してください。

AWS CLI が Amazon MSKを認識しない
AWS CLI がインストールされていても Amazon MSK コマンドが認識されない場合は、AWS CLI を最
新バージョンにアップグレードしてください。AWS CLI をアップグレードする方法の詳細については、
「AWS Command Line Interface のインストール」を参照してください。AWS CLI を使用して Amazon 
MSK コマンドを実行する方法については、「使用方法 (p. 12)」を参照してください。
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パーティションがオフラインに
なるか、レプリカが同期しない

パーティションがオフラインになるか、レプリカが
同期しない

これは、ディスクの容量不足の症状である可能性があります。the section called “ディスク容量が不足して
いる” (p. 203) を参照してください。

ディスク容量が不足している
ディスク容量の管理に関するベストプラクティスについては、「the section called “ディスク容量のモニタ
リング” (p. 209)」および「the section called “データ保持パラメータの調整” (p. 210)」を参照してくだ
さい。

メモリが不足している
MemoryUsed メトリックが高くなったり、MemoryFree が低くなったりしても、問題があるわけではあり
ません。Apache Kafka はできるだけ多くのメモリを使用し、最適に管理するように設計されています。

プロデューサーは NotLeaderForPartitionException
これは時折発生する一時的なエラーです。プロデューサーの retries の設定パラメータを現在の値より
も大きい値に設定してください。

0 より大きいアンダーレプリケートパーティション 
(URP)

UnderReplicatedPartitions メトリックは監視すべき重要なメトリックの 1 つです。正常な MSK ク
ラスターでは、このメトリックの値は 0 です。ゼロより大きい場合は、次のいずれかの理由が考えられま
す。

• UnderReplicatedPartitions がスパイクの場合、着信トラフィックと発信トラフィックを処理す
るために適切なサイズでクラスターがプロビジョニングされていないことが問題である可能性がありま
す。ベストプラクティス (p. 207) を参照してください。

• トラフィックの少ない期間も含めて、が常に0より大きい場合はUnderReplicatedPartitions、ブ
ローカーにトピックアクセスを許可しない制限付きACLを設定したことが問題である可能性がありま
す。パーティションを複製するには、ブローカーに READ トピックと DESCRIBE トピックの両方を許
可する必要があります。DESCRIBE は、デフォルトで READ 権限が付与されます。ACL の設定につい
ては、Apache Kafka のドキュメントの「認証と ACL」を参照してください。
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クラスターには __amazon_msk_canary と 
__amazon_msk_canary_state というトピックがあります

クラスターには __amazon_msk_canary と 
__amazon_msk_canary_state というトピックがあ
ります

MSK クラスターのトピックの中に、__amazon_msk_canary および __amazon_msk_canary_state
という名前のものがあることがあります。これらは Amazon MSK によって作成される、クラスターのヘ
ルスと診断メトリクスに使用される内部トピックです。これらのトピックのサイズはごくわずかで、削除
できません。

パーティションレプリケーションが失敗する
CLUSTER_ACTIONS に ACL が設定されていないことを確認してください。

パブリックアクセスが有効になっているクラスター
にアクセスできない

クラスターでパブリックアクセスが有効になっていても、インターネットからアクセスできない場合は、
以下の手順を実行します。

1. クラスターのセキュリティグループのインバウンドルールで、お使いのIP アドレスとクラスターの
ポートが許可されていることを確認します。クラスターポート番号のリストについては、the section 
called “ポート情報” (p. 166) を参照してください。また、セキュリティグループのアウトバウンドルー
ルでアウトバウンド通信が許可されていることを確認してください。セキュリティグループのイン
バウンドおよびアウトバウンドルールについてのより詳しい情報は、Amazon VPC ユーザーガイド
のVPC のセキュリティグループを参照してください。

2. お使いの IP アドレスとクラスターのポートが、クラスターの VPC ネットワーク ACL のインバウンド
ルールで許可されていることを確認してください。セキュリティグループとは異なり、ネットワーク 
ACL はステートレスです。つまり、インバウンドルールとアウトバウンドルールの両方を設定する必
要があります。アウトバウンドルールでは、IP アドレスへのすべてのトラフィック（ポート範囲:0 ～ 
65535）を許可してください。より詳細な情報は、Amazon VPC ユーザーガイドのルールの追加と削
除を参照してください。

3. クラスターにアクセスする際は、パブリックアクセスブートストラップブローカーの文字列を使用し
てください。パブリックアクセスが有効な MSK クラスターには、パブリックアクセス用と AWS 内
部からのアクセス用の 2 つの異なるブートストラップブローカーの文字列があります。詳細につい
ては、「the section called “AWS Management Console を使用したブートストラップブローカーの取
得” (p. 23)」を参照してください。

内部からクラスターにアクセスできないAWS:ネッ
トワークの問題

Apache Kafka アプリケーションが MSK クラスターと正常に通信できない場合は 、まず次の接続テストを
実行します。

1. 「the section called “ブートストラップブローカーの取得” (p. 23)」で説明されている方法のいずれか
を使用して、ブートストラップブローカーのアドレスを取得します。
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2. 次のコマンドで、bootstrap-broker を前のステップで取得したブローカーアドレスの 1 つに置き
換えます。クラスターが TLS 認証を使用するように設定されている場合は、port-number を 9094 
に置き換えます。クラスターで TLS 認証を使用しない場合は、port-number を 9092 に置き換えま
す。クライアントマシンからコマンドを実行します。

telnet bootstrap-broker port-number

3. すべてのブートストラップブローカーに対して上記のコマンドを繰り返します。
4. the section called “Apache ZooKeeper 接続文字列の取得” (p. 22)で説明されている方法のいずれかを

使用して、クラスターの Apache ZooKeeper ノードのアドレスを取得します。
5. クライアントマシンで次のコマンドを実行し、Apache-ZooKeeper-node を前のステップで取得し

た Apache ZooKeeper ノードのいずれかのアドレスに置き換えます。2181 はポート番号です。すべ
ての Apache ZooKeeper ノードに対して、この手順を繰り返します。

telnet Apache-ZooKeeper-node 2181

クライアントマシンがブローカーと Apache ZooKeeper ノードにアクセスできれば、接続の問題はない
ということです。この場合、Apache Kafka クライアントが正しく設定されているかどうかを確認するに
は、次のコマンドを実行します。bootstrap-brokers を取得するには、「the section called “ブートス
トラップブローカーの取得” (p. 23)」で説明されているいずれかの方法を使用します。topic をトピック
の名前に置き換えます。

<path-to-your-kafka-installation>/bin/kafka-console-producer.sh --broker-list bootstrap-
brokers --producer.config client.properties —topic topic

前のコマンドが成功した場合は、クライアントが正しくセットアップされていることを意味します。それ
でもアプリケーションから生成および使用できない場合は、アプリケーションレベルで問題をデバッグし
ます。

クライアントマシンがブローカーと Apache ZooKeeper ノードにアクセスできない場合は、以下のサブセ
クションを参照して、クライアントマシンの設定に基づくガイダンスを参照してください。

同じ VPC 内の Amazon EC2 クライアントおよび 
MSK クラスター
クライアントマシンが MSK クラスターと同じ VPC にある場合、クラスターのセキュリティグループに、
クライアントマシンのセキュリティグループからのトラフィックを受け入れるインバウンドルールがある
ことを確認します。これらのルールの設定については、セキュリティグループルールを参照してくださ
い。クラスターと同じ VPC にある Amazon EC2 インスタンスからクラスターにアクセスする方法の例に
ついては、「はじめに (p. 5)」を参照してください。

異なる VPC 内の Amazon EC2 クライアントと MSK 
クラスター
クライアントマシンとクラスターが 2 つの異なる VPC にある場合は、次のことを確認します。

• 2 つの VPC がピア接続されている。
• ピア接続のステータスはアクティブである。
• 2 つの VPC のルートテーブルが正しく設定されている。

VPC ピア接続の詳細については、「VPC ピア接続の使用」を参照してください。
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オンプレミスクライアント

オンプレミスクライアント
AWS VPN を使用して MSK クラスターに接続するように設定されているオンプレミスのクライアントの場
合には、次のことを確認します。

• VPN 接続のステータスは UP である。VPN 接続のステータスを確認する方法については、「VPN トン
ネルの現在のステータスを確認するにはどうすればよいですか?」を参照してください。

• クラスターの VPC のルートテーブルには、ターゲットが Virtual private gateway(vgw-
xxxxxxxx) 形式であるオンプレミス CIDR のルートが含まれています。

• MSK クラスターのセキュリティグループは、ポート 2181、ポート 9092 (クラスターがプレーンテキス
トのトラフィックを受け入れる場合)、ポート 9094 (クラスターが TLS で暗号化されたトラフィックを
受け入れる場合) でトラフィックを許可します。

AWS VPN のトラブルシューティングガイダンスについては、「クライアント VPN のトラブルシューティ
ング」を参照してください。

AWS Direct Connect
クライアントが AWS Direct Connect を使用する場合は、「AWS Direct Connect のトラブルシューティン
グ」を参照してください。

上記のトラブルシューティングガイダンスで問題が解決しない場合は、ファイアウォールがネットワー
クトラフィックをブロックしていないことを確認します。さらにデバッグを行う際は、tcpdump や
Wireshark などのツールを使用してトラフィックを分析し、トラフィックが MSK クラスターに到達して
いることを確認してください。

認証失敗:接続数が多すぎます
Failed authentication ... Too many connectsこのエラーは、1 つ以上の IAM クライアントが
激しい速度で接続しようとしているため、ブローカーが自らを保護していることを示しています。ブロー
カーがより高い割合で新しい IAM 接続を受け付けることができるように、reconnect.backoff.ms設定
パラメータを増やすことができます。

ブローカーごとの新規接続のレート制限の詳細については、Amazon MSK クォータ (p. 189)ページを参照
してください。

MSK サーバーレス:クラスターの作成に失敗する
MSK サーバーレスクラスターを作成しようとしてワークフローが失敗した場合は、VPC エンドポイン
トを作成する権限がない可能性があります。ec2:CreateVpcEndpoint管理者がアクションを許可して 
VPC エンドポイントを作成する権限を付与していることを確認します。

Amazon MSK のアクションをすべて実行するために必要な権限の一覧については、を参照してくださ
いAWS管理ポリシー:アマゾンMSKFullAccess (p. 122)。
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クラスターを適切なサイズにす
る:ブローカーのパーティション数

ベストプラクティス
このトピックでは、Amazon MSK を使用する際に従うべきいくつかのベストプラクティスの概要を説明し
ます。

クラスターを適切なサイズにする:ブローカーの
パーティション数

次の表は、ブローカーごとの推奨されるパーティション数 (リーダーとフォロワーのレプリカを含む) を示
しています。

ブローカータイプ ブローカーあたりの推奨されるパーティションの
数 (リーダーとフォロワーのレプリカを含む)

kafka.t3.small 300

kafka.m5.large、または kafka.m5.xlarge 1,000

kafka.m5.2xlarge 2000

kafka.m5.4xlarge、 kafka.m5.8xlarge、
kafka.m5.12xlarge、 kafka.m5.16xlarge、 
または kafka.m5.24xlarge

4000

ブローカあたりのパーティション数が推奨値を超え、クラスターが過負荷になると、次の操作を実行でき
なくなる可能性があります。

• クラスターの更新
• クラスターの Apache Kafka バージョンを更新します
• クラスターをより小さなブローカータイプに更新
• AWS Secrets ManagerSASL/SCRAM認証を使用するクラスターにシークレットを関連付ける

パーティション数の選択に関するガイダンスについては、「Apache Kafka Supports 200K Partitions Per 
Cluster」を参照してください。また、独自のテストを実行して、ブローカーに適したタイプを決定するこ
とをお勧めします。さまざまなブローカータイプの詳細については、「the section called “ブローカータイ
プ” (p. 12)」を参照してください。

クラスターを適切なサイズにする:クラスターあた
りのブローカーの数

MSK クラスターに適切なブローカーの数を決定し、コストを理解するには、MSK サイジング設定と価格
設定のスプレッドシートを参照してください。このスプレッドシートは、MSK クラスターのサイジング設
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トピック ID AdminClient の不一致の問題を回
避するには、最新の Kafka を使用してください

定と、同様のセルフマネージド EC2-based Apache Kafka クラスターと比較した Amazon MSK の関連コ
ストの見積もりを提供します。スプレッドシートの入力パラメータの詳細については、パラメータの説明
にカーソルを合わせてください。このシートに記載されている推定値は控えめで、新しいクラスターの出
発点となります。クラスターのパフォーマンス、サイズ、コストはユースケースによって異なるため、実
際のテストで検証することをお勧めします。

基盤となるインフラストラクチャが Apache Kafka のパフォーマンスにどのように影響するかを理解する
には、AWSビッグデータブログの「Apache Kafka クラスターのサイズを最適化してパフォーマンスとコ
ストを最適化するためのベストプラクティス」を参照してください。ブログ記事には、スループット、可
用性、およびレイテンシーの要件を満たすようにクラスターのサイズを設定する方法に関する情報が記載
されています。また、スケールアップとスケールアウトのタイミングなどの質問への回答や、本番環境の
クラスターのサイズを継続的に検証する方法についてのガイダンスも提供しています。

トピック ID AdminClient の不一致の問題を回避す
るには、最新の Kafka を使用してください

2.8.0 より前のバージョンの Kafka を使用し、Kafka AdminClient バージョン 2.8.0 以上を使用するクラ
スターのトピックパーティションを増やしたり再割り当てしたりすると、トピック ID が失われます (エ
ラー:パーティションのトピック ID と一致しません)。--zookeeper--zookeeperこのフラグは Kafka 
2.5 で廃止され、Kafka 3.0 以降では削除されることに注意してください。0.8.x から 2.4.x までの任意の
バージョン 2.5.0 へのアップグレードを参照してください。

トピック ID の不一致を防ぐため、Kafka 管理操作には Kafka クライアントバージョン 2.8.0 以降を使用し
てください。また、2.5 以降のクライアントでは、--bootstrap-servers--zookeeperフラグの代わ
りにフラグを使用できます。

高可用性クラスターの構築
次の推奨事項を使用して、更新中 (ブローカーのタイプや Apache Kafka バージョンを更新する場合など) 
または Amazon MSK がブローカーを置き換えるときに MSK クラスターの可用性を高めます。

• 3 つの AZ クラスターをセットアップします。
• 複製係数 (RF) が 3 以上であることを確認します。RF が 1 の場合、ローリング更新中にオフラインパー

ティションが発生する可能性があり、RF が 2 の場合、データが失われる可能性があることに注意して
ください。

• 最小同期レプリカ (minISR) を最大で RF - 1 に設定します。RF と同等の minISR は、ローリング更新中
のクラスターへの生成を防止できます。minISR が 2 の場合、レプリカが 1 つオフラインになると、3 方
向のレプリケートされたトピックを使用できるようになります。

• クライアント接続文字列には、各アベイラビリティーゾーンのブローカーが少なくとも 1 つ含まれてい
ることを確認します。クライアントの接続文字列に複数のブローカーがあると、特定のブローカーが更
新のためにオフラインになったときにフェイルオーバーできます。複数のブローカーで接続文字列を取
得する方法については、「the section called “ブートストラップブローカーの取得” (p. 23)」を参照して
ください。

CPU 使用率をモニタリングする
Amazon MSK は、ブローカーの合計 CPU 使用率 (と定義CPU User + CPU System) を 60％ 未満に維持
することを強くお勧めします。クラスターの合計 CPU の少なくとも 40% が利用可能である場合、Apache 
Kafka は必要に応じてクラスター内のブローカー間で CPU ロードを再分散できます。これが必要な場合の
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1つの例は、Amazon MSK がブローカーの障害を検出して回復する場合です。この場合、Amazon MSK は
パッチ適用などの自動メンテナンスを実行します。もう 1 つの例は、ユーザーがブローカータイプの変更
またはバージョンアップグレードをリクエストする場合です。この 2 つのケースでは、Amazon MSK は、
一度に 1 つのブローカーをオフラインにするローリングワークフローをデプロイします。リードパーティ
ションを持つブローカーがオフラインになると、Apache Kafka はパーティションのリーダーシップを再割
り当てして、クラスター内の他のブローカーに作業を再配布します。このベストプラクティスに従うこと
で、このような運用イベントに耐えるのに十分な CPU ヘッドルームをクラスターに確保できます。

Amazon CloudWatch のメトリック計算を使用して、次のような複合メトリックを作成できますCPU User 
+ CPU System。コンポジットメトリクスの平均 CPU 使用率が 60% に達したときにトリガーされるア
ラームを設定します。このアラームがトリガーされたら、以下のいずれかのオプションを使用してクラス
ターをスケールします。

• オプション 1 (推奨): ブローカータイプを次に大きいタイプに更新します。例えば、現在のタイプが
kafka.m5.large の場合、kafka.m5.xlarge を使用するようにクラスターを更新します。クラス
ター内のブローカータイプを更新すると、Amazon MSK はブローカーをローリング方式でオフラインに
し、パーティションのリーダーシップを他のブローカーに一時的に再割り当てすることに注意してくだ
さい。サイズの更新には、通常、ブローカーごとに 10 〜 15 分かかります。

• オプション 2: ラウンドロビン書き込みを使用するプロデューサーから取り込まれたすべてのメッセージ
を含むトピックがある場合 (つまり、メッセージはキー設定されておらず、順序付けはコンシューマー
にとって重要ではありません)、ブローカーを追加してクラスターを拡張します。また、スループット
が最も高い既存のトピックにパーティションを追加します。次に、kafka-topics.sh --describe
を使用して、新しく追加されたパーティションが新しいブローカーに割り当てられていることを確認し
ます。前のオプションと比較したこのオプションの主な利点は、リソースとコストをよりきめ細かく管
理できることです。さらに、CPU ロードが 60％ を大幅に超える場合は、このオプションを使用できま
す。これは、この形式のスケーリングでは通常、既存のブローカーのロードが増加しないためです。

• オプション 3: ブローカーを追加してクラスターを拡張し、kafka-reassign-partitions.sh とい
う名前のパーティション再割り当てツールを使用して既存のパーティションを再割り当てします。ただ
し、このオプションを使用する場合、パーティションが再割り当てされた後、クラスターはブローカー
からブローカーにデータを複製するためにリソースを費やす必要があります。前の 2 つのオプションと
比較すると、これにより、最初はクラスターのロードが大幅に増加する可能性があります。その結果、
レプリケーションによって追加の CPU ロードとネットワーク トラフィックが発生するため、CPU 使用
率が 70％ を超える場合、Amazon MSK はこのオプションの使用を推奨しません。Amazon MSK は、前
の2つのオプションが実行可能でない場合にのみ、このオプションを使用することをお勧めします。

その他の推奨事項：

• ロード ディストリビューションのプロキシとして、ブローカーごとの合計 CPU 使用率をモニタリング
します。ブローカーの CPU 使用率が一貫して不均一である場合は、ロードがクラスター内で均等に配
信されていないことを示している可能性があります。Amazon MSK は、Cruise Control を使用して、
パーティション割り当てを介してロード ディストリビューションを継続的に管理することをお勧めしま
す。

• 生成および消費レイテンシーをモニタリングします。レイテンシーの生成と消費は、CPU 使用率に比例
して増加する可能性があります。

• JMX スクレイプ間隔:Prometheus 機能を使用してオープンモニタリングを有効にする場合は、プロメテ
ウスのホスト設定 (prometheus.yml) に 60 秒以上のスクレイプ間隔 (scrape_interval: 60 秒) を使用する
ことをお勧めします。スクレイプ間隔を短くすると、クラスターの CPU 使用率が高くなる可能性があ
ります。

ディスク容量のモニタリング
メッセージ用のディスクスペースが不足しないようにするには、 CloudWatch
KafkaDataLogsDiskUsedメトリクスを監視するアラームを作成します。このメトリクスの値が 85％ に
達するか超える場合は、次の 1 つ以上のアクションを実行します。
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• the section called “Auto Scaling” (p. 28) を使用します。「the section called “手動スケーリング” (p. 30)」
の説明に従って、ブローカーストレージを手動で増やすこともできます。

• メッセージの保持期間またはログサイズを減らします。これを行う方法については、the section called 
“データ保持パラメータの調整” (p. 210) を参照してください。

• 未使用のトピックを削除します。

アラームの設定と使用方法については、Amazon CloudWatch Alarms の使用を参照してくださ
い。Amazon MSK メトリクスの完全なリストについては「クラスターのモニタリング (p. 170)」を参照し
てください。

データ保持パラメータの調整
メッセージを消費しても、ログからは削除されません。定期的にディスク容量を解放するには、保持期間
（メッセージをログに保持する期間）を明示的に指定できます。保存ログのサイズを指定することもでき
ます。保持期間または保持ログのサイズのいずれかに達すると、Apache Kafka は、ログから非アクティブ
なセグメントの削除を開始します。

クラスターレベルで保持ポリシーを指定するに
は、log.retention.hours、log.retention.minutes、log.retention.ms、または
log.retention.bytes のいずれかまたは複数のパラメータを設定します。詳細については、「the 
section called “カスタム 設定” (p. 42)」を参照してください。

トピックレベルで保持パラメータを指定することもできます。

• トピックごとに保持期間を指定するには、次のコマンドを使用します。

kafka-configs.sh --bootstrap-server $bs --alter --entity-type topics --entity-
name TopicName --add-config retention.ms=DesiredRetentionTimePeriod

• トピックごとに保持ログのサイズを指定するには、次のコマンドを使用します。

kafka-configs.sh --bootstrap-server $bs --alter --entity-type topics --entity-
name TopicName --add-config retention.bytes=DesiredRetentionLogSize

トピックレベルで指定する保持パラメータは、クラスターレベルのパラメータよりも優先されます。

Apache Kafka のメモリをモニタリングする
Apache Kafka が使用するメモリをモニタリングすることをお勧めします。それ以外の場合、クラスターが
使用できなくなる可能性があります。

Apache Kafka が使用するメモリ量を調べるには、HeapMemoryAfterGCメトリクスを監視できま
す。 HeapMemoryAfterGCは、ガベージコレクション後に使用されている合計ヒープメモリの割
合。HeapMemoryAfterGC増加率が 60% CloudWatch を超えたときにアクションを実行するアラームを作
成することをお勧めします。

メモリ使用量を減らすために実行できるステップはさまざまです。これらは、Apache Kafka を設定
する方法によって異なります。たとえば、トランザクションメッセージ配信を使用する場合、Apache 
Kafkatransactional.id.expiration.ms604800000 設定の値をミリ秒からミリ秒（7 日から1日）
に減らすことができます。86400000これにより、各トランザクションのメモリフットプリントが減少し
ます。
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MSK 以外のブローカーを追加しない
Apache ZooKeeper コマンドを使用してブローカーを追加する場合、これらのブローカーは MSK クラス
ターに追加されず、Apache ZooKeeper にはクラスターに関する誤った情報が含まれます。これにより、
データが失われる可能性があります。サポートされているクラスターオペレーションについては、「使用
方法 (p. 12)」を参照してください。

転送中の暗号化を有効にする
転送中の暗号化とその有効化方法については、「the section called “転送中の暗号化” (p. 110)」を参照して
ください。

パーティションの再割り当て
同じクラスター上の異なるブローカーにパーティションを移動するには、kafka-reassign-
partitions.sh という名前のパーティション再割り当てツールを使用できます。たとえば、新しいブ
ローカーを追加してクラスターを拡張した後、新しいブローカーにパーティションを再割り当てするこ
とで、そのクラスターを再分散できます。クラスターにブローカーを追加する方法については、「the 
section called “クラスターの拡張” (p. 34)」を参照してください。パーティション再割り当てツールの詳細
については、Apache Kafka のドキュメントの「クラスターの拡張」を参照してください。
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Amazon MSK デベロッパーガイドの
ドキュメント履歴

次の表に、Amazon MSK デベロッパーガイドの重要な変更点を示します。

ドキュメントの最終更新日:2023 年 1 月 4 日

変更 説明 日付

IAM ベストプラクティスの更新 IAM のベストプラクティスに合
わせてガイドを更新しました。
詳細については、「IAM のセ
キュリティのベストプラクティ
ス」 を参照してください。

2023-03-08

マルチVPC プライベート接続を
サポートするためのサービス連
動型ロールアップデート

Amazon MSK には、カスタ
マーアカウントのネットワー
クインターフェイスと VPC 
AWSServiceRoleForKafka エ
ンドポイントを管理するた
めのサービスにリンクされ
たロールアップデートが含ま
れるようになりました。これ
により、カスタマー VPC の
クライアントはクラスターブ
ローカーにアクセスできるよ
うになります。Amazon MSK 
はDescribeVpcEndpoints、ModifyVpcEndpointお
よびに対するアク
セス権限を使用しま
すDeleteVpcEndpoints。詳細
については、「Amazon MSK で
のサービスにリンクされたロー
ルの使用 (p. 119)」を参照してく
ださい。

2023-03-08

Apache Kafka 
2.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.

Amazon MSK は、Apache Kafka 
バージョン 2.7.2 をサポートする
ようになりました。詳細につい
ては、「サポート対象の Apache 
Kafka バージョン (p. 193)」を参
照してください。

2021 年 12 月 21 日

Apache Kafka 
2.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.

Amazon MSK は、Apache Kafka 
バージョン 2.6.3 をサポートする
ようになりました。詳細につい
ては、「サポート対象の Apache 
Kafka バージョン (p. 193)」を参
照してください。

2021 年 12 月 21 日

MSK サーバーレスプレリリース MSK サーバーレスは、サー
バーレスクラスターの作成に
使用できる新機能です。詳細に

2021 年 11 月 29 日
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変更 説明 日付
ついては、「MSK サーバーレ
ス (p. 61)」を参照してくださ
い。

Apache Kafka 2.8.1 のサポート Amazon MSK は、Apache Kafka 
バージョン 2.8.1 をサポートする
ようになりました。詳細につい
ては、「サポート対象の Apache 
Kafka バージョン (p. 193)」を参
照してください。

2021 年 9 月 30 日

MSK Connect MSK Connect は、Apache Kafka 
コネクタを作成および管理す
るために使用できる新機能で
す。詳細については、「MSK 
Connect (p. 70)」を参照してくだ
さい。

2021 年 9 月 16 日

Apache Kafka 2.7.1 のサポート Amazon MSK は、Apache Kafka 
バージョン 2.7.1 をサポートする
ようになりました。詳細につい
ては、「サポート対象の Apache 
Kafka バージョン (p. 193)」を参
照してください。

2021 年 5 月 25 日

Apache Kafka 2.8.0 のサポート Amazon MSK は、Apache Kafka 
バージョン 2.8.0 をサポートする
ようになりました。詳細につい
ては、「サポート対象の Apache 
Kafka バージョン (p. 193)」を参
照してください。

2021 年 4 月 28 日

Apache Kafka 2.6.2 のサポート Amazon MSK は、Apache Kafka 
バージョン 2.6.2 をサポートする
ようになりました。詳細につい
ては、「サポート対象の Apache 
Kafka バージョン (p. 193)」を参
照してください。

2021 年 4 月 28 日

ブローカータイプの更新のサ
ポート

これで、既存のクラスターのブ
ローカータイプを変更できま
す。詳細については、「ブロー
カータイプの更新 (p. 31)」を参
照してください。

2021 年 1 月 21 日

Apache Kafka 2.6.1 のサポー
ト。

Amazon MSK は、Apache Kafka 
バージョン 2.6.1 をサポートする
ようになりました。詳細につい
ては、「サポート対象の Apache 
Kafka バージョン (p. 193)」を参
照してください。

2021 年 1 月 19 日
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変更 説明 日付

Apache Kafka 2.7.0 のサポート Amazon MSK は、Apache Kafka 
バージョン 2.7.0 をサポートする
ようになりました。詳細につい
ては、「サポート対象の Apache 
Kafka バージョン (p. 193)」を参
照してください。

2020 年 12 月 29 日

Apache Kafka バージョン 1.1.1 
では新しいクラスターはありま
せん

Apache Kafka バージョン 1.1.1 
を使用して新しい Amazon MSK 
クラスターを作成すること
はできなくなりました。ただ
し、Apache Kafka バージョン 
1.1.1 を実行している既存の MSK 
クラスターがある場合は、それ
らの既存のクラスターで現在サ
ポートされているすべての機能
を引き続き使用できます。詳細
については、「Apache Kafka 
バージョン (p. 193)」を参照して
ください。

2020 年 11 月 24 日

Consumer-Lag メトリクス Amazon MSK は、コンシュー
マーラグをモニタリングする
ために使用できるメトリクス
を提供できるようになりまし
た。詳細については、「Amazon 
MSK クラスターのモニタリン
グ (p. 170)」を参照してくださ
い。

2020 年 11 月 23 日

Cruise Control のサポート Amazon MSK は、 LinkedInの 
Cruise Control をサポートする
ようになりました。詳細につい
ては、「を使用する LinkedIn
の Cruise Control for Apache 
Kafka を Amazon MSK で使用す
る (p. 187)」を参照してくださ
い。

2020 年 11 月 17 日

Apache Kafka 2.6.0 のサポート Amazon MSK は、Apache Kafka 
バージョン 2.6.0 をサポートする
ようになりました。詳細につい
ては、「サポート対象の Apache 
Kafka バージョン (p. 193)」を参
照してください。

2020 年 10 月 21 日
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変更 説明 日付

Apache Kafka 2.5.1 のサポート Amazon MSK は、Apache 
Kafka バージョン 2.5.1 をサ
ポートするようになりまし
た。Apache Kafka バージョン 
2.5.1 では、Amazon MSK は、 
ZooKeeper クライアントとエ
ンドポイント間の転送中の暗
号化をサポートしています。
詳細については、「サポート
対象の Apache Kafka バージョ
ン (p. 193)」を参照してくださ
い。

2020 年 9 月 30 日

アプリケーションの自動拡張 使用量の増加に応じてクラ
スターのストレージを自動的
に拡張するように、Amazon 
Managed Streaming for Apache 
Kafka を設定できます。詳細につ
いては、「Auto Scaling (p. 28)」
を参照してください。

2020 年 9 月 30 日

ユーザーネームとパスワードの
セキュリティのサポート

Amazon MSK は、ユーザーネー
ムとパスワードを使用したクラ
スターへのログインをサポート
するようになりました。Amazon 
MSK は認証情報を AWS Secrets 
Manager に保存します。詳細に
ついては、「SASL/SCRAM 認
証 (p. 138)」を参照してくださ
い。

2020 年 9 月 17 日

Amazon MSK クラスターの 
Apache Kafka バージョンのアッ
プグレードのサポート

これで、既存の MSK クラスター
の Apache Kafka バージョンを
アップグレードできます。

2020 年 5 月 28 日

T3.small ブローカーノードのサ
ポート

Amazon MSK は、Amazon EC2 
タイプ T3.small のブローカーを
使用したクラスターの作成をサ
ポートするようになりました。

2020 年 4 月 8 日

Apache Kafka 2.4.1 のサポート Amazon MSK は、Apache Kafka 
バージョン 2.4.1 をサポートする
ようになりました。

2020-04-02

ストリーミングブローカーログ
のサポート

Amazon MSK は、ブローカーロ
グを、ブローカーログAmazon 
S3、 CloudWatch ブローカーロ
グを、ブローカーログAmazon 
Kinesis Data Firehose。次
に、Kinesis Data Firehose は、
これらのログを Kinesis Data 
Firehose は、 OpenSearch サー
ビスなどのサポートする宛先に
これらのログを配信できます。

2020-02-25
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変更 説明 日付

Apache Kafka 2.3.1 のサポート Amazon MSK は、Apache Kafka 
バージョン 2.3.1 をサポートする
ようになりました。

2019-12-19

オープンモニタリング Amazon MSK は、Prometheus 
によるオープンモニタリング
をサポートするようになりまし
た。

2019-12-04

Apache Kafka 2.2.1 のサポート Amazon MSK は、Apache Kafka 
バージョン 2.2.1 をサポートする
ようになりました。

2019-07-31

一般提供 新機能には、タグ付けのサポー
ト、認証、TLS暗号化、設定、お
よびブローカーストレージを更
新する機能が含まれます。

2019-05-30

Apache Kafka 2.1.0 のサポート Amazon MSK は、Apache Kafka 
バージョン 2.1.0 をサポートする
ようになりました。

2019-02-05
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