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機能

Amazon Managed Workflows for 
Apache Airflow (MWAA) とは

Amazon Managed Workflows for Apache Airflow (MWAA) は、Apache Airflowこれにより、セットアップと
操作が簡単になります end-to-end クラウド内の大規模なデータパイプライン。Apache Airflow は、「ワー
クフロー」と呼ばれる一連のプロセスとタスクをプログラムで作成、スケジュール、監視するために使用
されるオープンソースのツールです。Amazon MWAA では、Airflow と Python を使用してワークフローを
作成できます。スケーラビリティ、可用性、セキュリティのために基盤となるインフラストラクチャを管
理する必要はありません。Amazon MWAA は、お客様のニーズに合わせてワークフロー実行容量を自動
的にスケーリングし、AWSセキュリティサービスにより、データへの高速かつ安全なアクセスを提供しま
す。

目次
• 機能 (p. 1)
• アーキテクチャ (p. 2)
• Integration (p. 4)
• 利用可能なリージョン (p. 4)
• サポートされるバージョン (p. 4)
• 次のステップ (p. 4)

機能
• 自動エアフロー設定— Apache Airflowを選択して、すばやくセットアップできますApache エアフロー

バージョン (p. 328)Amazon MWAA 環境を作成するとき。Amazon MWAA は、インターネットからダ
ウンロードできるのと同じ Apache Airflow ユーザーインターフェイスとオープンソースコードを使用し
て Apache Airflow をセットアップします。

• 自動スケーリング— Apache エアフローを自動的にスケーリングしますワーカーの最小数と最大数を設
定してワーカーそれはあなたの環境で実行されます。Amazon MWAA はワーカーあなたの環境で、そし
てそれを使っています自動スケーリングコンポーネント (p. 93)追加ワーカー需要を満たすために、最
大数に達するまでワーカーあなたが定義した。

• ビルトイン認証— Apache Airflowのロールベースの認証と承認を有効にするウェブサーバーを
定義することによってアクセスコントロールポリシー (p. 91)にAWS Identity and Access 
Management(IAM)。Apache Airflowワーカー安全なアクセスのためにこれらのポリシーを想定してくだ
さいAWSのサービス。

• ビルトインセキュリティ— アパッチ・エアフローワーカーそしてスケジューラーで実行するAmazon 
MWAA のアマゾン VPC (p. 145)。データも自動的に暗号化されますAWS Key Management Serviceそ
のため、環境はデフォルトで安全です。

• パブリックまたはプライベートアクセスモード— Apache Airflowにアクセスするウェブサーバープライ
ベート、またはパブリックの使用アクセスモード (p. 57)。-パブリックネットワークアクセスモード
では、Apache Airflow に VPC エンドポイントを使用しますウェブサーバーそれはアクセス可能ですイ
ンターネット経由。-プライベートネットワークアクセスモードでは、Apache Airflow に VPC エンドポ
イントを使用しますウェブサーバーそれはアクセス可能ですVPC の。どちらの場合も、Apache Airflow 
ユーザーのアクセスは、で定義したアクセス制御ポリシーによって制御されます。AWS Identity and 
Access Management(IAM)、およびAWSSSO。

1
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アーキテクチャ

• アップグレードとパッチの効率化— Amazon MWAA は定期的に新しいバージョンの Apache Airflow を
提供しています。Amazon MWAA チームは、これらのバージョンのイメージを更新してパッチを適用し
ます。

• ワークフローの監視— Apache エアフローのログを表示し、Apache Airflow メトリクス (p. 282)アマゾ
ンで CloudWatch 追加のサードパーティツールを必要とせずに、Apache Airflow のタスク遅延やワーク
フローエラーを特定できます。Amazon MWAA は環境メトリクスを自動的に送信し、有効になっている
場合は Apache Airflow ログを CloudWatch。

• AWS統合— Amazon MWAA は Amazon Athena とのオープンソース統合をサポートしています。AWS 
Batch、アマゾン CloudWatch、Amazon DynamoDB、AWS DataSync、Amazon EMR、AWS 
Fargate、Amazon EKS、Amazon Kinesis Data Firehose、AWS Glue,AWS Lambda、Amazon 
Redshift、Amazon SQS、Amazon SNS、Amazon SageMaker、Amazon S3 のほか、コミュニティが作
成した何百もの組み込みのオペレーターやセンサー。

• ワーカーフリート— Amazon MWAA は、コンテナを使用して作業員をオンデマンドでスケーリ
ングし、スケジューラの停止を減らすためのサポートを提供しています。Amazon ECS onAWS 
Fargate。Amazon ECS コンテナでタスクを呼び出すオペレーターと、Kubernetes クラスターでポッド
を作成して実行する Kubernetes オペレーターがサポートされています。

アーキテクチャ
外側のボックス (下の画像) に含まれるすべてのコンポーネントは、アカウント内では単一の Amazon 
MWAA 環境として表示されます。Apache AirflowスケジューラーそしてワーカーですAWS Fargate 
(Fargate)環境の Amazon VPC のプライベートサブネットに接続するコンテナ。各環境には、以下によっ
て管理される独自の Apache Airflow メタデータベースがあります。AWSそこにアクセスできるスケジュー
ラーそしてワーカープライベートに保護された VPC エンドポイント経由でコンテナをFargate します。

アマゾン CloudWatch、Amazon S3、Amazon SQS、Amazon ECR、およびAWS KMSAmazon MWAA と
は別のもので、Apache Airflow からアクセスできる必要がありますスケジューラーそしてワーカーFargate 
コンテナに入れて。

Apache Airflowウェブサーバーどちらかにアクセスできますインターネット経由を選択することでパ
ブリックネットワークApache Airflow アクセスモード、またはあなたの VPC 内を選択することでプ
ライベートネットワークApache エアフローアクセスモード。どちらの場合も、Apache Airflow ユー
ザーのアクセスは、で定義したアクセス制御ポリシーによって制御されます。AWS Identity and Access 
Management(IAM)。

Note

Apache AirflowスケジューラーApache Airflow v2 以上でのみ使用できます。Apache Airflow タス
クライフサイクルの詳細については、以下をご覧ください。概念()Apache Airflow リファレンスガ
イド。
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Integration

Integration
活発で成長を続けている Apache Airflow オープンソースコミュニティでは、Apache Airflow と統合するた
めのオペレーター (サービスへの接続を簡素化するプラグイン) が提供されていますAWSのサービス。これ
には、Amazon S3、Amazon Redshift、Amazon EMR、AWS Batch、そしてアマゾン SageMaker、他のク
ラウドプラットフォーム上のサービスも同様です。

Amazon MWAA で Apache Airflow を使用すると、との統合が完全にサポートされますAWSサービスと、
データ処理タスクを実行するための Apache Hadoop、Presto、Hive、Spark などの一般的なサードパー
ティツール。Amazon MWAA は Amazon MWAA API との互換性を維持することに尽力しており、Amazon 
MWAA は、以下のような信頼性の高い統合を提供する予定です。AWSサービスをコミュニティに提供
し、コミュニティ機能の開発に参加してください。

サンプルコードについては、「Amazon Managed Workflows (MWAA) のコード例 (p. 190)」を参照して
ください。

利用可能なリージョン
Amazon MWAA は以下で利用できますAWSリージョン別。

• 欧州 (ストックホルム) eu-north-1
• 欧州 (フランクフルト) eu-central-1
• ヨーロッパ (アイルランド) eu-west-1
• 欧州 (ロンドン) eu-west-2
• 欧州 (パリ) eu-west-3
• アジアパシフィック (ムンバイ) ap-south-1
• アジアパシフィック (シンガポール) ap-southeast-1
• アジアパシフィック (シドニー) - ap-southeast-2
• アジアパシフィック (東京) - ap-northeast-1
• アジアパシフィック (ソウル) ap-northeast-2
• 米国東部 (バージニア北部) - us-east-1
• 米国東部 (オハイオ) - us-east-2
• 米国東部 (オレゴン) - us-west-2
• カナダ (中部) ca-central-1
• 南米 (サンパウロ) sa-east-1

サポートされるバージョン
Amazon MWAA は複数のバージョンの Apache Airflow をサポートしています。サポートしている Apache 
Airflow バージョンと各バージョンに含まれる Apache Airflow コンポーネントの詳細については、以下を参
照してください。Apache Airflow (MWAA) の Apache Airflow (MWAA) Apache Airflow (MWAA) の Amazon 
Epache Workflows (p. 328)。

次のステップ
• シングルですぐに始めましょうAWS CloudFormationAirflow DAG とサポートファイル用の Amazon S3 

バケット、パブリックルーティングを使用する Amazon VPC、および Amazon MWAA 環境を作成する
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次のステップ

テンプレートAmazon ED Workflows for Apache Airflow (MWAA) のクイックスタート・チュートリア
ル (p. 6)。

• Airflow DAG とサポートファイル用の Amazon S3 バケットを作成し、3 つの Amazon VPC ネット
ワークオプションから 1 つを選択し、以下に Amazon MWAA 環境を作成して、段階的に開始しま
す。Amazon Managed Workflows for Apache Airflow (MWAA) の開始方法 (p. 16)。
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このチュートリアルでは、次の作業を行いました。

Amazon ED Workflows for Apache 
Airflow (MWAA) のクイックスター
ト・チュートリアル

このクイックスタートチュートリアルでは、Amazon VPC インフラストラクチャ、dagsフォルダを含む 
Amazon S3 バケット、および Apache Airflow (MWAA) 環境の AmazonAWS CloudFormation マネージド
ワークフローを同時に作成するテンプレートを使用します。

トピック
• このチュートリアルでは、次の作業を行いました。 (p. 6)
• 前提条件 (p. 7)
• ステップ 1:AWS CloudFormation テンプレートをローカルに保存する (p. 7)
• ステップ 2: スタックの作成AWS CLI (p. 14)
• ステップ 3: Amazon S3 に DAG をアップロードし、Apache エアフロー UI で実行する (p. 14)
• ステップ 4: CloudWatch ログでログを表示する (p. 15)
• 次のステップ (p. 15)

このチュートリアルでは、次の作業を行いました。
このチュートリアルでは、Amazon S3 に DAG をアップロードし、Apache Airflow で DAG を実行し、
ログを表示するための 3 つのAWS Command Line Interface (AWS CLI) コマンドについて説明します 
CloudWatch。最後に、Apache Airflow 開発チーム用の IAM ポリシーを作成する手順を順を追って説明し
ます。

Note

AWS CloudFormationこのページのテンプレートは、で利用できる最新バージョンの Apache 
Airflow 用の Amazon Eaged Workflows for Apache Airflow (MWAA) 環境を作成しますAWS 
CloudFormation。利用可能な最新バージョンは、Apache Airflow v2.5.1 です。

AWS CloudFormationこのページのテンプレートでは、以下が作成されます。

• VPC インフラストラクチャ。テンプレートはインターネット経由のパブリックルーティング (p. 138).
パブリックネットワークアクセスモード (p. 61)の Apache エアフロー Web サーバにはを使用しま
すWebserverAccessMode: PUBLIC_ONLY。

• Amazon S3 バケット。テンプレートによって Amazon S3dags バケットが作成されます。で定義されて
いるように、バケットバージョニングを有効にして、すべてのパブリックアクセスをブロックするよう
に設定されていますAmazon MWAA 用の Amazon S3 バケットを作成する (p. 17)。

• アマゾン MWAA 環境。このテンプレートは、Amazon S3dags バケットのフォルダに関連付けられた 
Amazon MWAA 環境、Amazon MWAAAWS が使用するサービスへのアクセス権限を持つ実行ロール、
およびで定義されているように、AWS所有キーを使用した暗号化のデフォルトを作成しますAmazon 
MWAA 環境を作成する (p. 30)。

• CloudWatch ログ。このテンプレートを使用すると、Apache Airflow が「INFO」レベル以上の Airflow ス
ケジューラロググループ、Airflow Web サーバーロググループ、Airflow ワーカーロググループ、Airflow 
DAG 処理ロググループ、および Airflow タスクロググループ（で定義されています）Amazon でのエア
フローログの表示 CloudWatch (p. 285)でログインできます。 CloudWatch
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前提条件

このチュートリアルでは、以下の作業を行います。

• DAG をアップロードして実行します。Amazon MWAA がサポートする最新の Apache Airflow バージョ
ンの Apache Airflow チュートリアル DAG を Amazon S3 にアップロードし、で定義されているように 
Apache Airflow UIDAG の追加または更新するには (p. 112) で実行します。

• ログを表示します。で定義されているように、Airflow Web CloudWatch サーバのロググループを
LogsAmazon でのエアフローログの表示 CloudWatch (p. 285) に表示します。

• アクセス制御ポリシーを作成します。で定義されているように、IAM で Apache Airflow 開発チーム用の
アクセス制御ポリシーを作成しますAmazon MWAA 環境へのアクセス (p. 35)。

前提条件
AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、コマンドラインシェルでコマンドを使用して AWS サービ
スとやり取りするためのオープンソースツールです。このページの手順を完了するには、以下が必要で
す。

• AWS CLI-バージョン 2 をインストールする。
• AWS CLI—によるクイック設定aws configure。

ステップ 1:AWS CloudFormation テンプレートを
ローカルに保存する

• 次のテンプレートの内容をコピーし、mwaa_public_network.yamlローカルで名前を付けて保存し
ます。テンプレートをダウンロードすることもできます。

AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"

Parameters: 

  EnvironmentName: 
    Description: An environment name that is prefixed to resource names 
    Type: String 
    Default: MWAAEnvironment 

  VpcCIDR: 
    Description: The IP range (CIDR notation) for this VPC 
    Type: String 
    Default: 10.192.0.0/16 

  PublicSubnet1CIDR: 
    Description: The IP range (CIDR notation) for the public subnet in the first 
 Availability Zone 
    Type: String 
    Default: 10.192.10.0/24 

  PublicSubnet2CIDR: 
    Description: The IP range (CIDR notation) for the public subnet in the second 
 Availability Zone 
    Type: String 
    Default: 10.192.11.0/24 

  PrivateSubnet1CIDR: 
    Description: The IP range (CIDR notation) for the private subnet in the first 
 Availability Zone 
    Type: String 
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ステップ 1:AWS CloudFormation テ
ンプレートをローカルに保存する

    Default: 10.192.20.0/24 
  PrivateSubnet2CIDR: 
    Description: The IP range (CIDR notation) for the private subnet in the second 
 Availability Zone 
    Type: String 
    Default: 10.192.21.0/24 
  MaxWorkerNodes: 
    Description: The maximum number of workers that can run in the environment 
    Type: Number 
    Default: 2 
  DagProcessingLogs: 
    Description: Log level for DagProcessing 
    Type: String 
    Default: INFO 
  SchedulerLogsLevel: 
    Description: Log level for SchedulerLogs 
    Type: String 
    Default: INFO 
  TaskLogsLevel: 
    Description: Log level for TaskLogs 
    Type: String 
    Default: INFO 
  WorkerLogsLevel: 
    Description: Log level for WorkerLogs 
    Type: String 
    Default: INFO 
  WebserverLogsLevel: 
    Description: Log level for WebserverLogs 
    Type: String 
    Default: INFO

Resources: 
  
 ##################################################################################################################### 
  # CREATE VPC 
  
 ##################################################################################################################### 

  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: !Ref VpcCIDR 
      EnableDnsSupport: true 
      EnableDnsHostnames: true 
      Tags: 
        - Key: Name 
          Value: MWAAEnvironment 

  InternetGateway: 
    Type: AWS::EC2::InternetGateway 
    Properties: 
      Tags: 
        - Key: Name 
          Value: MWAAEnvironment 

  InternetGatewayAttachment: 
    Type: AWS::EC2::VPCGatewayAttachment 
    Properties: 
      InternetGatewayId: !Ref InternetGateway 
      VpcId: !Ref VPC 

  PublicSubnet1: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: !Ref VPC 
      AvailabilityZone: !Select [ 0, !GetAZs '' ] 
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ステップ 1:AWS CloudFormation テ
ンプレートをローカルに保存する

      CidrBlock: !Ref PublicSubnet1CIDR 
      MapPublicIpOnLaunch: true 
      Tags: 
        - Key: Name 
          Value: !Sub ${EnvironmentName} Public Subnet (AZ1) 

  PublicSubnet2: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: !Ref VPC 
      AvailabilityZone: !Select [ 1, !GetAZs  '' ] 
      CidrBlock: !Ref PublicSubnet2CIDR 
      MapPublicIpOnLaunch: true 
      Tags: 
        - Key: Name 
          Value: !Sub ${EnvironmentName} Public Subnet (AZ2) 

  PrivateSubnet1: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: !Ref VPC 
      AvailabilityZone: !Select [ 0, !GetAZs  '' ] 
      CidrBlock: !Ref PrivateSubnet1CIDR 
      MapPublicIpOnLaunch: false 
      Tags: 
        - Key: Name 
          Value: !Sub ${EnvironmentName} Private Subnet (AZ1) 

  PrivateSubnet2: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: !Ref VPC 
      AvailabilityZone: !Select [ 1, !GetAZs  '' ] 
      CidrBlock: !Ref PrivateSubnet2CIDR 
      MapPublicIpOnLaunch: false 
      Tags: 
        - Key: Name 
          Value: !Sub ${EnvironmentName} Private Subnet (AZ2) 

  NatGateway1EIP: 
    Type: AWS::EC2::EIP 
    DependsOn: InternetGatewayAttachment 
    Properties: 
      Domain: vpc 

  NatGateway2EIP: 
    Type: AWS::EC2::EIP 
    DependsOn: InternetGatewayAttachment 
    Properties: 
      Domain: vpc 

  NatGateway1: 
    Type: AWS::EC2::NatGateway 
    Properties: 
      AllocationId: !GetAtt NatGateway1EIP.AllocationId 
      SubnetId: !Ref PublicSubnet1 

  NatGateway2: 
    Type: AWS::EC2::NatGateway 
    Properties: 
      AllocationId: !GetAtt NatGateway2EIP.AllocationId 
      SubnetId: !Ref PublicSubnet2 

  PublicRouteTable: 
    Type: AWS::EC2::RouteTable 
    Properties: 
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ステップ 1:AWS CloudFormation テ
ンプレートをローカルに保存する

      VpcId: !Ref VPC 
      Tags: 
        - Key: Name 
          Value: !Sub ${EnvironmentName} Public Routes 

  DefaultPublicRoute: 
    Type: AWS::EC2::Route 
    DependsOn: InternetGatewayAttachment 
    Properties: 
      RouteTableId: !Ref PublicRouteTable 
      DestinationCidrBlock: 0.0.0.0/0 
      GatewayId: !Ref InternetGateway 

  PublicSubnet1RouteTableAssociation: 
    Type: AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation 
    Properties: 
      RouteTableId: !Ref PublicRouteTable 
      SubnetId: !Ref PublicSubnet1 

  PublicSubnet2RouteTableAssociation: 
    Type: AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation 
    Properties: 
      RouteTableId: !Ref PublicRouteTable 
      SubnetId: !Ref PublicSubnet2 

  PrivateRouteTable1: 
    Type: AWS::EC2::RouteTable 
    Properties: 
      VpcId: !Ref VPC 
      Tags: 
        - Key: Name 
          Value: !Sub ${EnvironmentName} Private Routes (AZ1) 

  DefaultPrivateRoute1: 
    Type: AWS::EC2::Route 
    Properties: 
      RouteTableId: !Ref PrivateRouteTable1 
      DestinationCidrBlock: 0.0.0.0/0 
      NatGatewayId: !Ref NatGateway1 

  PrivateSubnet1RouteTableAssociation: 
    Type: AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation 
    Properties: 
      RouteTableId: !Ref PrivateRouteTable1 
      SubnetId: !Ref PrivateSubnet1 

  PrivateRouteTable2: 
    Type: AWS::EC2::RouteTable 
    Properties: 
      VpcId: !Ref VPC 
      Tags: 
        - Key: Name 
          Value: !Sub ${EnvironmentName} Private Routes (AZ2) 

  DefaultPrivateRoute2: 
    Type: AWS::EC2::Route 
    Properties: 
      RouteTableId: !Ref PrivateRouteTable2 
      DestinationCidrBlock: 0.0.0.0/0 
      NatGatewayId: !Ref NatGateway2 

  PrivateSubnet2RouteTableAssociation: 
    Type: AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation 
    Properties: 
      RouteTableId: !Ref PrivateRouteTable2 
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ステップ 1:AWS CloudFormation テ
ンプレートをローカルに保存する

      SubnetId: !Ref PrivateSubnet2 

  SecurityGroup: 
    Type: AWS::EC2::SecurityGroup 
    Properties: 
      GroupName: "mwaa-security-group" 
      GroupDescription: "Security group with a self-referencing inbound rule." 
      VpcId: !Ref VPC 

  SecurityGroupIngress: 
    Type: AWS::EC2::SecurityGroupIngress 
    Properties: 
      GroupId: !Ref SecurityGroup 
      IpProtocol: "-1" 
      SourceSecurityGroupId: !Ref SecurityGroup 

  EnvironmentBucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: 
      VersioningConfiguration: 
        Status: Enabled 
      PublicAccessBlockConfiguration:  
        BlockPublicAcls: true 
        BlockPublicPolicy: true 
        IgnorePublicAcls: true 
        RestrictPublicBuckets: true 

  
 ##################################################################################################################### 
  # CREATE MWAA 
  
 ##################################################################################################################### 

  MwaaEnvironment: 
    Type: AWS::MWAA::Environment 
    DependsOn: MwaaExecutionPolicy 
    Properties: 
      Name: !Sub "${AWS::StackName}-MwaaEnvironment" 
      SourceBucketArn: !GetAtt EnvironmentBucket.Arn 
      ExecutionRoleArn: !GetAtt MwaaExecutionRole.Arn 
      DagS3Path: dags 
      NetworkConfiguration: 
        SecurityGroupIds: 
          - !GetAtt SecurityGroup.GroupId 
        SubnetIds: 
          - !Ref PrivateSubnet1 
          - !Ref PrivateSubnet2 
      WebserverAccessMode: PUBLIC_ONLY 
      MaxWorkers: !Ref MaxWorkerNodes 
      LoggingConfiguration: 
        DagProcessingLogs: 
          LogLevel: !Ref DagProcessingLogs 
          Enabled: true 
        SchedulerLogs: 
          LogLevel: !Ref SchedulerLogsLevel 
          Enabled: true 
        TaskLogs: 
          LogLevel: !Ref TaskLogsLevel 
          Enabled: true 
        WorkerLogs: 
          LogLevel: !Ref WorkerLogsLevel 
          Enabled: true 
        WebserverLogs: 
          LogLevel: !Ref WebserverLogsLevel 
          Enabled: true 
  SecurityGroup: 
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ステップ 1:AWS CloudFormation テ
ンプレートをローカルに保存する

    Type: AWS::EC2::SecurityGroup 
    Properties: 
      VpcId: !Ref VPC 
      GroupDescription: !Sub "Security Group for Amazon MWAA Environment 
 ${AWS::StackName}-MwaaEnvironment" 
      GroupName: !Sub "airflow-security-group-${AWS::StackName}-MwaaEnvironment" 
   
  SecurityGroupIngress: 
    Type: AWS::EC2::SecurityGroupIngress 
    Properties: 
      GroupId: !Ref SecurityGroup 
      IpProtocol: "-1" 
      SourceSecurityGroupId: !Ref SecurityGroup 

  SecurityGroupEgress: 
    Type: AWS::EC2::SecurityGroupEgress 
    Properties: 
      GroupId: !Ref SecurityGroup 
      IpProtocol: "-1" 
      CidrIp: "0.0.0.0/0" 

  MwaaExecutionRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - Effect: Allow 
            Principal: 
              Service: 
                - airflow-env.amazonaws.com 
                - airflow.amazonaws.com 
            Action: 
             - "sts:AssumeRole" 
      Path: "/service-role/" 

  MwaaExecutionPolicy: 
    DependsOn: EnvironmentBucket 
    Type: AWS::IAM::ManagedPolicy 
    Properties: 
      Roles: 
        - !Ref MwaaExecutionRole 
      PolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - Effect: Allow 
            Action: airflow:PublishMetrics 
            Resource: 
              - !Sub "arn:aws:airflow:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:environment/
${EnvironmentName}" 
          - Effect: Deny 
            Action: s3:ListAllMyBuckets 
            Resource: 
              - !Sub "${EnvironmentBucket.Arn}" 
              - !Sub "${EnvironmentBucket.Arn}/*" 

          - Effect: Allow 
            Action: 
              - "s3:GetObject*" 
              - "s3:GetBucket*" 
              - "s3:List*" 
            Resource: 
              - !Sub "${EnvironmentBucket.Arn}" 
              - !Sub "${EnvironmentBucket.Arn}/*" 
          - Effect: Allow 
            Action: 
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ステップ 1:AWS CloudFormation テ
ンプレートをローカルに保存する

              - logs:DescribeLogGroups 
            Resource: "*" 

          - Effect: Allow 
            Action: 
              - logs:CreateLogStream 
              - logs:CreateLogGroup 
              - logs:PutLogEvents 
              - logs:GetLogEvents 
              - logs:GetLogRecord 
              - logs:GetLogGroupFields 
              - logs:GetQueryResults 
              - logs:DescribeLogGroups 
            Resource: 
              - !Sub "arn:aws:logs:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:log-group:airflow-
${AWS::StackName}*" 
          - Effect: Allow 
            Action: cloudwatch:PutMetricData 
            Resource: "*" 
          - Effect: Allow 
            Action: 
              - sqs:ChangeMessageVisibility 
              - sqs:DeleteMessage 
              - sqs:GetQueueAttributes 
              - sqs:GetQueueUrl 
              - sqs:ReceiveMessage 
              - sqs:SendMessage 
            Resource: 
              - !Sub "arn:aws:sqs:${AWS::Region}:*:airflow-celery-*" 
          - Effect: Allow 
            Action: 
              - kms:Decrypt 
              - kms:DescribeKey 
              - "kms:GenerateDataKey*" 
              - kms:Encrypt 
            NotResource: !Sub "arn:aws:kms:*:${AWS::AccountId}:key/*" 
            Condition: 
              StringLike: 
                "kms:ViaService": 
                  - !Sub "sqs.${AWS::Region}.amazonaws.com"
Outputs: 
  VPC: 
    Description: A reference to the created VPC 
    Value: !Ref VPC 

  PublicSubnets: 
    Description: A list of the public subnets 
    Value: !Join [ ",", [ !Ref PublicSubnet1, !Ref PublicSubnet2 ]] 

  PrivateSubnets: 
    Description: A list of the private subnets 
    Value: !Join [ ",", [ !Ref PrivateSubnet1, !Ref PrivateSubnet2 ]] 

  PublicSubnet1: 
    Description: A reference to the public subnet in the 1st Availability Zone 
    Value: !Ref PublicSubnet1 

  PublicSubnet2: 
    Description: A reference to the public subnet in the 2nd Availability Zone 
    Value: !Ref PublicSubnet2 

  PrivateSubnet1: 
    Description: A reference to the private subnet in the 1st Availability Zone 
    Value: !Ref PrivateSubnet1 

  PrivateSubnet2: 
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ステップ 2: スタックの作成AWS CLI

    Description: A reference to the private subnet in the 2nd Availability Zone 
    Value: !Ref PrivateSubnet2 

  SecurityGroupIngress: 
    Description: Security group with self-referencing inbound rule 
    Value: !Ref SecurityGroupIngress 

  MwaaApacheAirflowUI: 
    Description: MWAA Environment 
    Value: !Sub  "https://${MwaaEnvironment.WebserverUrl}"

ステップ 2: スタックの作成AWS CLI
1. コマンドプロンプトで、mwaa_public_network.ymlが保存されているディレクトリに移動しま

す。例:

cd mwaaproject

2. aws cloudformation create-stackコマンドを使用して、を使用してスタックを作成します
AWS CLI。

aws cloudformation create-stack --stack-name mwaa-environment-public-network --
template-body file://mwaa_public_network.yml --capabilities CAPABILITY_IAM

Note

Amazon VPC インフラストラクチャ、Amazon S3 バケット、Amazon MWAA 環境の作成に
は 30 分以上かかります。

ステップ 3: Amazon S3 に DAG をアップロード
し、Apache エアフロー UI で実行する

1. サポートされている最新の Apache Airflowtutorial.py バージョンのファイルの内容をコピー
し、tutorial.pyローカルに名前を付けて保存します。

2. コマンドプロンプトで、tutorial.pyが保存されているディレクトリに移動します。例:

cd mwaaproject

3. 次のコマンドを使用して、すべての Amazon S3 バケットを一覧表示します。

aws s3 ls

4. 次のコマンドを使用して、環境の Amazon S3 バケットを一覧表示します。

aws s3 ls s3://YOUR_S3_BUCKET_NAME

5. 次のスクリプトを使用して、tutorial.pydagsファイルをフォルダーにアップロードします。
「YOUR_S3_BUCKET_NAME」のサンプル値に置き換えてください。

aws s3 cp tutorial.py s3://YOUR_S3_BUCKET_NAME/dags/

6. Amazon MWAA コンソールで [環境] ページを開きます。
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ステップ 4: CloudWatch ログでログを表示する

7. 環境を選択してください。
8. 「エアフロー UI を開く」を選択します。
9. Apache Airflow UI で、使用可能な DAG のリストからチュートリアルの DAG を選択します。
10. DAG の詳細ページで、DAG 名の横にある [DAG の一時停止/一時停止解除] を選択して DAG の一時停

止を解除します。
11. 「DAG をトリガー」を選択します。

ステップ 4: CloudWatch ログでログを表示する
AWS CloudFormationスタックによって有効化されたすべての Apache Airflow ログの Apache Airflow 
CloudWatch ログをコンソールで表示できます。次のセクションでは、Airflow Web サーバロググループの
ログを表示する方法を示します。

1. Amazon MWAA コンソールで [環境] ページを開きます。
2. 環境を選択してください。
3. 監視ペインで Airflow Web サーバーのロググループを選択します。
4. [webserver_console_ipログストリーム] でログインを選択します。

次のステップ
• DAG をアップロードする方法、a で Python の依存関係を指定する方法requirements.txt、in で

カスタムプラグインを指定する方法について詳しく学んでくださいAmazon MWAA で DAG を操作す
る (p. 112)。plugins.zip

• 環境のパフォーマンスを調整するために推奨されるベストプラクティスについて詳しく学んでくださ
いAmazon MWAA での Apache エアフローのパフォーマンスチューニング (p. 259)。

• で環境に合わせた監視ダッシュボードを作成してくださいAmazon MWAA のモニタリングダッシュボー
ドとアラーム (p. 287)。

• でいくつかの DAG コードサンプルを実行しますAmazon Managed Workflows (MWAA) のコード
例 (p. 190)。
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前提条件

Amazon Managed Workflows for 
Apache Airflow (MWAA) の開始方法

Amazon Managed Workflows for Apache Airflow (MWAA) は、Amazon S3 ストレージバケット内の 
Amazon VPC、DAG コード、サポートファイルを使用して、環境を作成します。このガイドでは、前提条
件と必要なものについて説明します。AWSAmazon MWAA の開始に必要なリソース。

トピック
• 前提条件 (p. 16)
• 本ガイドについて (p. 16)
• スタートする前に (p. 16)
• 利用できるリージョン (p. 17)
• Amazon MWAA 用の Amazon S3 バケットを作成する (p. 17)
• VPC のネットワークを作成します (p. 19)
• Amazon MWAA 環境を作成する (p. 30)
• 次のステップ (p. 19)

前提条件
Amazon MWAA 環境を作成するには、追加の手順を実行して、AWS作成する必要があるリソース。

• AWSアカウント— あんAWSAmazon MWAA を使用するアクセス許可を持つアカウントAWS環境で使用
されるサービスとリソース。

本ガイドについて
このセクションはAWSこのガイドで作成するインフラストラクチャとリソース。

• Amazon VPC— Amazon MWAA 環境で必要な Amazon VPC ネットワーキングコンポーネント。「」の
ように、これらの要件を満たす (詳細) 既存の VPC を設定できます。Amazon MWAA でのネットワーキ
ングについて (p. 137)または、「」の定義に従って VPC およびネットワーキングコンポーネントを作
成します。the section called “VPC のネットワークを作成します” (p. 19)。

• Amazon S3 バケット— DAG および関連するファイル (など) を保存する Amazon S3 バケッ
ト。plugins.zipそしてrequirements.txt。Amazon S3 バケットはすべてのパブリックアクセ
スをブロックと定義する。バケットバージョニング有効 (で定義されている)。Amazon MWAA 用の 
Amazon S3 バケットを作成する (p. 17)。

• Amazon MWAA 環境— Amazon MWAA 環境。Amazon S3 バケットの場所、DAG コードへのパス、カ
スタムプラグインまたは Python の依存関係、および Amazon VPC とそのセキュリティグループ（「」
を参照）Amazon MWAA 環境を作成する (p. 30)。

スタートする前に
Amazon MWAA 環境を作成するには、その他の作成と設定を行うための追加の手順を実行することをお勧
めします。AWS環境を作成する前にリソース。
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利用できるリージョン

環境を作成するには、次のものが必要です。

• AWS KMSキー— あんAWS KMS環境でのデータ暗号化用のキー。Amazon MWAA コンソールでデフォ
ルトオプションを選択して、AWS所有キー環境を作成するとき、または既存の環境を指定するときカ
スタマー管理のキー他のユーザーに対するアクセス許可AWS環境によって使用されるサービス (詳細設
定)。詳細については、カスタマーマネージドキーの暗号化での使用 (p. 311) を参照してください。

• 実行ロール— Amazon MWAA がアクセスを許可する実行ロールAWS環境内のリソース。Amazon 
MWAA コンソールでデフォルトのオプションを選択して、環境を作成するときに実行ロールを作成でき
ます。詳細については、Amazon MWAA 実行ロール (p. 48) を参照してください。

• VPC セキュリティグループ— Amazon MWAA が他にアクセスできるようにする VPC セキュリティグ
ループAWSVPC ネットワーク内のリソース。Amazon MWAA コンソールでデフォルトのオプションを
選択して、環境を作成するときにセキュリティグループを作成するか、適切なインバウンドおよびアウ
トバウンドのルール（詳細）をセキュリティグループに提供します。詳細については、Amazon MWAA 
での VPC のセキュリティ (p. 142) を参照してください。

利用できるリージョン
Amazon MWAA は、以下で利用できます。AWS地域。

• 欧州 (ストックホルム)-eu-north-1
• 欧州 (フランクフルト)-eu-central-1
• 欧州 (アイルランド)-eu-west-1
• 欧州 (ロンドン)-eu-west-2
• 欧州 (パリ)-eu-west-3
• アジアパシフィック (ムンバイ)-ap-south-1
• アジアパシフィック (シンガポール)-ap-southeast-1
• アジアパシフィック (シドニー) - ap-southeast-2
• アジアパシフィック (東京) - ap-northeast-1
• アジアパシフィック (ソウル)-ap-northeast-2
• 米国東部 (バージニア北部) - us-east-1
• 米国東部 (オハイオ) - us-east-2
• 米国東部 (オレゴン) - us-west-2
• カナダ (中部)-ca-central-1
• 南米 (サンパウロ)-sa-east-1

Amazon MWAA 用の Amazon S3 バケットを作成す
る

このガイドでは、Apache Airflow 有向非循環グラフ (DAG)、カスタムプラグインをplugins.zipファイ
ル、および Python の依存関係requirements.txtファイルを開きます。

目次
• スタートする前に (p. 18)
• バケットを作成する (p. 18)
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スタートする前に

• 次のステップ (p. 19)

スタートする前に
• バケットを作成した後で Amazon S3 バケット名を変更することはできません。詳細については、次を

参照してください。バケット命名規則のAmazon Simple Storage Service ユーザーガイド。
• Amazon MWAA 環境で使用される Amazon S3 バケットを、次のように設定する必要があります。すべ

てのパブリックアクセスをブロックである。バケットバージョニング有効.
• Amazon MWAA 環境で使用される Amazon S3 バケットは、同じに配置されている必要があります

AWSAmazon MWAA 環境としてのリージョン。のリストを表示するにはAWSAmazon MWAA のリー
ジョンについては、「」を参照してください。利用可能なリージョン (p. 4)。

バケットを作成する
このセクションでは、環境の Amazon S3 バケットを作成する手順について説明します。

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. [バケット名] に、バケットの DNS に準拠する名前を入力します。

バケット名には次の条件があります。

• すべての Amazon S3 で一意にする。
• 3～63 文字で指定する。
• 大文字を含めないでください。
• 先頭の文字には小文字の英文字または数字を使用する。

Important

バケット名にアカウント番号などの機密情報を含めないでください。バケット名は、バケッ
ト内のオブジェクトを参照する URL に表示されます。

4. を選択します。AWSのリージョンリージョン。これは同じでなければなりませんAWSAmazon MWAA 
環境としてのリージョン。

• レイテンシーとコストを最小限に抑え、規制条件に対応するために、近くのリージョンを選択す
ることをお勧めします。

5. [Block all public access (すべてのパブリックアクセスをブロック)] を選択します。
6. 選択の有効化にバケットバージョニング。
7. オプション-タグ。キーと値のタグペアを追加して、Amazon S3 バケットを識別するタグ。たとえ

ば、Bucket:Staging。
8. オプション-サーバー側の暗号化。必要に応じて、の有効化Amazon S3 バケットの次のいずれかの暗

号化オプション。

a. 選択Amazon S3 キー (SSE-S3)にサーバー側の暗号化をクリックして、バケットのサーバー側の
暗号化を有効にします。

b. 選択AWS Key Management Servicekey (SSE-KMS)使用するにはAWS KMSAmazon S3 バケット
の暗号化のキー:
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次のステップ

i. AWSマネージドキー (aws/s3)-このオプションを選択した場合は、AWS所有キーAmazon 
MWAA によって管理されるか、またはカスタマー管理のキーAmazon MWAA 環境の暗号化
に使用します。

ii. あなたの中から選択してくださいAWS KMSキーまたはEnterAWS KMSキー ARN-を指定
することを選択した場合カスタマー管理のキーこの手順では、AWS KMSキー ID または 
ARN。AWS KMSエイリアスとマルチリージョンキーは Amazon MWAA ではサポートされて
いません (p. 311)。-AWS KMS指定するキーは、Amazon MWAA 環境での暗号化にも使用
する必要があります。

9. オプション-詳細設定。Amazon S3 オブジェクトロックを有効にする場合:

a. 選択詳細設定,の有効化。

Important

Object Lock を有効にすると、このバケット内のオブジェクトが永続的にロックされま
す。詳細については、次を参照してください。Amazon S3 オブジェクトロックを使用し
たオブジェクトのロックのAmazon Simple Storage Service ユーザーガイド。

b. 確認を選択します。
10. [バケットの作成] を選択します。

次のステップ
• 環境に必要なAmazon VPC ネットワークを作成する方法については、を参照してください。VPC のネッ

トワークを作成します (p. 19)。
• でアクセス権限を管理する方法について説明します。ACL バケットのアクセス許可を設定する方法
• でストレージバケットを削除する方法について説明します。S3 バケットを削除する方法。

VPC のネットワークを作成します
Amazon Managed Workflows for Apache Airflow (MWAA) が必要です。このガイドでは、Amazon 
Managed Workflows for Apache Airflow (MWAA) を作成します。

Note

Apache Airflow は、遅延の少ないネットワーク環境で最もよく機能します。トラフィックを別
のリージョンまたはオンプレミス環境にルーティングする既存の Amazon VPC を使用している
場合は、Amazon SQS、Amazon S3 CloudWatch、および Amazon ECRAWS PrivateLink のエ
ンドポイントを追加することをお勧めします。AWS KMSAmazon MWAAAWS PrivateLink の設
定の詳細については、「インターネットにアクセスせずに Amazon VPC ネットワークを作成す
る (p. 25)」を参照してください。

目次
• 前提条件 (p. 20)
• 開始する前に (p. 20)
• Amazon VPC ネットワークを作成するためのオプション (p. 20)

• オプション 1: Amazon MWAA コンソールで VPC ネットワークを作成する (p. 20)
• オプション 2: インターネットにアクセスできる Amazon VPC ネットワークの作成 (p. 20)
• オプション 3: インターネットにアクセスせずに Amazon VPC ネットワークを作成す

る (p. 25)
• 次のステップ (p. 30)
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前提条件

前提条件
AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、コマンドラインシェルでコマンドを使用して AWS サービ
スとやり取りするためのオープンソースツールです。このページの手順を完了するには、以下が必要で
す。

• AWS CLI-バージョン 2 をインストールする。
• AWS CLI—によるクイック設定aws configure。

開始する前に
• 環境VPC (p. 19)。環境が作成されてから後で変更することはできません。
• Amazon VPC と Apache Airflow ウェブサーバーには、プライベートルーティングまたはパブリックルー

ティングを使用できます。オプションのリストを表示するには、「」を参照してくださいthe section 
called “Amazon VPC および Apache Airflow アクセスモードの使用例” (p. 140)。

Amazon VPC ネットワークを作成するためのオプショ
ン
次のセクションでは、環境用の Amazon VPC ネットワークを作成するために使用できるオプションについ
て説明します。

オプション 1: Amazon MWAA コンソールで VPC ネットワーク
を作成する
次のセクションは、Amazon VPC のネットワークを作成する方法を示しています。このオプションはを使
用しますインターネット経由のパブリックルーティング (p. 138)。プライベートネットワークまたはパブ
リックネットワークのアクセスモードの Apache Airflow Web サーバーに使用できます。

以下の画像は、Amazon MWAA コンソールの [MWAA VPC の作成] ボタンが表示されている場所を示して
います。

オプション 2: インターネットにアクセスできる Amazon VPC 
ネットワークの作成
AWS CloudFormation次のテンプレートは、AWSデフォルトリージョンにインターネットにアクセスでき
る Amazon VPC ネットワークを作成します。このオプションはを使用しますインターネット経由のパブ
リックルーティング (p. 138)。このテンプレートは、プライベートネットワークまたはパブリックネット
ワークのアクセスモードの Apache Airflow Web サーバーに使用できます。
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Amazon VPC ネットワークを作成するためのオプション

1. 次のテンプレートの内容をコピーし、cfn-vpc-public-private.yamlローカルにとして保存しま
す。テンプレートをダウンロードすることもできます。

Description:  This template deploys a VPC, with a pair of public and private subnets 
 spread 
  across two Availability Zones. It deploys an internet gateway, with a default 
  route on the public subnets. It deploys a pair of NAT gateways (one in each AZ), 
  and default routes for them in the private subnets.

Parameters: 
  EnvironmentName: 
    Description: An environment name that is prefixed to resource names 
    Type: String 
    Default: mwaa- 

  VpcCIDR: 
    Description: Please enter the IP range (CIDR notation) for this VPC 
    Type: String 
    Default: 10.192.0.0/16 

  PublicSubnet1CIDR: 
    Description: Please enter the IP range (CIDR notation) for the public subnet in the 
 first Availability Zone 
    Type: String 
    Default: 10.192.10.0/24 

  PublicSubnet2CIDR: 
    Description: Please enter the IP range (CIDR notation) for the public subnet in the 
 second Availability Zone 
    Type: String 
    Default: 10.192.11.0/24 

  PrivateSubnet1CIDR: 
    Description: Please enter the IP range (CIDR notation) for the private subnet in 
 the first Availability Zone 
    Type: String 
    Default: 10.192.20.0/24 

  PrivateSubnet2CIDR: 
    Description: Please enter the IP range (CIDR notation) for the private subnet in 
 the second Availability Zone 
    Type: String 
    Default: 10.192.21.0/24

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: !Ref VpcCIDR 
      EnableDnsSupport: true 
      EnableDnsHostnames: true 
      Tags: 
        - Key: Name 
          Value: !Ref EnvironmentName 

  InternetGateway: 
    Type: AWS::EC2::InternetGateway 
    Properties: 
      Tags: 
        - Key: Name 
          Value: !Ref EnvironmentName 

  InternetGatewayAttachment: 
    Type: AWS::EC2::VPCGatewayAttachment 
    Properties: 
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      InternetGatewayId: !Ref InternetGateway 
      VpcId: !Ref VPC 

  PublicSubnet1: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: !Ref VPC 
      AvailabilityZone: !Select [ 0, !GetAZs '' ] 
      CidrBlock: !Ref PublicSubnet1CIDR 
      MapPublicIpOnLaunch: true 
      Tags: 
        - Key: Name 
          Value: !Sub ${EnvironmentName} Public Subnet (AZ1) 

  PublicSubnet2: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: !Ref VPC 
      AvailabilityZone: !Select [ 1, !GetAZs  '' ] 
      CidrBlock: !Ref PublicSubnet2CIDR 
      MapPublicIpOnLaunch: true 
      Tags: 
        - Key: Name 
          Value: !Sub ${EnvironmentName} Public Subnet (AZ2) 

  PrivateSubnet1: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: !Ref VPC 
      AvailabilityZone: !Select [ 0, !GetAZs  '' ] 
      CidrBlock: !Ref PrivateSubnet1CIDR 
      MapPublicIpOnLaunch: false 
      Tags: 
        - Key: Name 
          Value: !Sub ${EnvironmentName} Private Subnet (AZ1) 

  PrivateSubnet2: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: !Ref VPC 
      AvailabilityZone: !Select [ 1, !GetAZs  '' ] 
      CidrBlock: !Ref PrivateSubnet2CIDR 
      MapPublicIpOnLaunch: false 
      Tags: 
        - Key: Name 
          Value: !Sub ${EnvironmentName} Private Subnet (AZ2) 

  NatGateway1EIP: 
    Type: AWS::EC2::EIP 
    DependsOn: InternetGatewayAttachment 
    Properties: 
      Domain: vpc 

  NatGateway2EIP: 
    Type: AWS::EC2::EIP 
    DependsOn: InternetGatewayAttachment 
    Properties: 
      Domain: vpc 

  NatGateway1: 
    Type: AWS::EC2::NatGateway 
    Properties: 
      AllocationId: !GetAtt NatGateway1EIP.AllocationId 
      SubnetId: !Ref PublicSubnet1 

  NatGateway2: 
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    Type: AWS::EC2::NatGateway 
    Properties: 
      AllocationId: !GetAtt NatGateway2EIP.AllocationId 
      SubnetId: !Ref PublicSubnet2 

  PublicRouteTable: 
    Type: AWS::EC2::RouteTable 
    Properties: 
      VpcId: !Ref VPC 
      Tags: 
        - Key: Name 
          Value: !Sub ${EnvironmentName} Public Routes 

  DefaultPublicRoute: 
    Type: AWS::EC2::Route 
    DependsOn: InternetGatewayAttachment 
    Properties: 
      RouteTableId: !Ref PublicRouteTable 
      DestinationCidrBlock: 0.0.0.0/0 
      GatewayId: !Ref InternetGateway 

  PublicSubnet1RouteTableAssociation: 
    Type: AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation 
    Properties: 
      RouteTableId: !Ref PublicRouteTable 
      SubnetId: !Ref PublicSubnet1 

  PublicSubnet2RouteTableAssociation: 
    Type: AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation 
    Properties: 
      RouteTableId: !Ref PublicRouteTable 
      SubnetId: !Ref PublicSubnet2 

  PrivateRouteTable1: 
    Type: AWS::EC2::RouteTable 
    Properties: 
      VpcId: !Ref VPC 
      Tags: 
        - Key: Name 
          Value: !Sub ${EnvironmentName} Private Routes (AZ1) 

  DefaultPrivateRoute1: 
    Type: AWS::EC2::Route 
    Properties: 
      RouteTableId: !Ref PrivateRouteTable1 
      DestinationCidrBlock: 0.0.0.0/0 
      NatGatewayId: !Ref NatGateway1 

  PrivateSubnet1RouteTableAssociation: 
    Type: AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation 
    Properties: 
      RouteTableId: !Ref PrivateRouteTable1 
      SubnetId: !Ref PrivateSubnet1 

  PrivateRouteTable2: 
    Type: AWS::EC2::RouteTable 
    Properties: 
      VpcId: !Ref VPC 
      Tags: 
        - Key: Name 
          Value: !Sub ${EnvironmentName} Private Routes (AZ2) 

  DefaultPrivateRoute2: 
    Type: AWS::EC2::Route 
    Properties: 
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      RouteTableId: !Ref PrivateRouteTable2 
      DestinationCidrBlock: 0.0.0.0/0 
      NatGatewayId: !Ref NatGateway2 

  PrivateSubnet2RouteTableAssociation: 
    Type: AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation 
    Properties: 
      RouteTableId: !Ref PrivateRouteTable2 
      SubnetId: !Ref PrivateSubnet2 

  SecurityGroup: 
    Type: AWS::EC2::SecurityGroup 
    Properties: 
      GroupName: "mwaa-security-group" 
      GroupDescription: "Security group with a self-referencing inbound rule." 
      VpcId: !Ref VPC 

  SecurityGroupIngress: 
    Type: AWS::EC2::SecurityGroupIngress 
    Properties: 
      GroupId: !Ref SecurityGroup 
      IpProtocol: "-1" 
      SourceSecurityGroupId: !Ref SecurityGroup

Outputs: 
  VPC: 
    Description: A reference to the created VPC 
    Value: !Ref VPC 

  PublicSubnets: 
    Description: A list of the public subnets 
    Value: !Join [ ",", [ !Ref PublicSubnet1, !Ref PublicSubnet2 ]] 

  PrivateSubnets: 
    Description: A list of the private subnets 
    Value: !Join [ ",", [ !Ref PrivateSubnet1, !Ref PrivateSubnet2 ]] 

  PublicSubnet1: 
    Description: A reference to the public subnet in the 1st Availability Zone 
    Value: !Ref PublicSubnet1 

  PublicSubnet2: 
    Description: A reference to the public subnet in the 2nd Availability Zone 
    Value: !Ref PublicSubnet2 

  PrivateSubnet1: 
    Description: A reference to the private subnet in the 1st Availability Zone 
    Value: !Ref PrivateSubnet1 

  PrivateSubnet2: 
    Description: A reference to the private subnet in the 2nd Availability Zone 
    Value: !Ref PrivateSubnet2 

  SecurityGroupIngress: 
    Description: Security group with self-referencing inbound rule 
    Value: !Ref SecurityGroupIngress

2. コマンドプロンプトで、cfn-vpc-public-private.yamlが保存されているディレクトリに移動し
ます。例:

cd mwaaproject

3. aws cloudformation create-stackコマンドを使用して、を使用してスタックを作成します
AWS CLI。
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aws cloudformation create-stack --stack-name mwaa-environment --template-body file://
cfn-vpc-public-private.yaml

Note

Amazon VPC インフラストラクチャの作成には 30 分ほどかかります。

オプション 3: インターネットにアクセスせずに Amazon VPC 
ネットワークを作成する
AWS CloudFormation次のテンプレートは、AWSデフォルトリージョンにインターネットにアクセスでき
ない Amazon VPC ネットワークを作成します。

Important

インターネットにアクセスせずに Amazon VPC を使用する場合、ゲートウェイエンドポイントを
使用して Amazon S3 にアクセスするには、Amazon ECR にアクセス許可を与える必要がありま
す。ゲートウェイエンドポイントを作成するには、次を実行します。

1. 次のJSON IAM ポリシーをコピーし、s3-gw-endpoint-policy.jsonローカルにとして保
存します。ポリシーは、Amazon ECR がAmazon S3 リソースにアクセスするための最小限
のアクセス許可を作成します。

{ 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "Access-to-specific-bucket-only", 
      "Principal": "*", 
      "Action": [ 
        "s3:GetObject" 
      ], 
      "Effect": "Allow", 
      "Resource": ["arn:aws:s3:::prod-region-starport-layer-bucket/*"] 
    } 
  ]
}

2. AWS CLI次のコマンドを使用してエンドポイントを作成します。--vpc-id--route-
table-idsおよびの値を Amazon VPC の情報に置き換えます。--service-nameお住まい
の地域に応じた名前に置き換えてください。

$ aws ec2 create-vpc-endpoint --vpc-id vpc-1a2b3c4d \
--service-name com.amazonaws.us-west-2.s3 \
--route-table-ids rtb-11aa22bb \
--vpc-endpoint-type Gateway \
--policy-document file://s3-gw-endpoint-policy.json

Amazon ECR 用の Amazon S3 ゲートウェイエンドポイントの作成の詳細については、Amazon
Elastic Container Registry ユーザーガイドの「Amazon S3 ゲートウェイエンドポイントの作成」
を参照してください。

このオプションはを使用しますインターネットにアクセスできないプライベートルーティング (p. 139)。
このテンプレートは、プライベートネットワークアクセスモードの Apache Airflow Web サーバーでのみ使
用できます。AWS環境で使用されるサービスに必要な VPC エンドポイントを作成します (p. 152)。
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1. 次のテンプレートの内容をコピーし、cfn-vpc-private.yamlローカルにとして保存します。テン
プレートをダウンロードすることもできます。

AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09" 
      
Parameters: 
   VpcCIDR: 
     Description: The IP range (CIDR notation) for this VPC 
     Type: String 
     Default: 10.192.0.0/16 
      
   PrivateSubnet1CIDR: 
     Description: The IP range (CIDR notation) for the private subnet in the first 
 Availability Zone 
     Type: String 
     Default: 10.192.10.0/24 
      
   PrivateSubnet2CIDR: 
     Description: The IP range (CIDR notation) for the private subnet in the second 
 Availability Zone 
     Type: String 
     Default: 10.192.11.0/24 
      
Resources: 
   VPC: 
     Type: AWS::EC2::VPC 
     Properties: 
       CidrBlock: !Ref VpcCIDR 
       EnableDnsSupport: true 
       EnableDnsHostnames: true 
       Tags: 
        - Key: Name 
          Value: !Ref AWS::StackName 
      
   RouteTable: 
     Type: AWS::EC2::RouteTable 
     Properties: 
       VpcId: !Ref VPC 
       Tags: 
        - Key: Name 
          Value: !Sub "${AWS::StackName}-route-table" 
      
   PrivateSubnet1: 
     Type: AWS::EC2::Subnet 
     Properties: 
       VpcId: !Ref VPC 
       AvailabilityZone: !Select [ 0, !GetAZs  '' ] 
       CidrBlock: !Ref PrivateSubnet1CIDR 
       MapPublicIpOnLaunch: false 
       Tags: 
        - Key: Name 
          Value: !Sub "${AWS::StackName} Private Subnet (AZ1)" 
      
   PrivateSubnet2: 
     Type: AWS::EC2::Subnet 
     Properties: 
       VpcId: !Ref VPC 
       AvailabilityZone: !Select [ 1, !GetAZs  '' ] 
       CidrBlock: !Ref PrivateSubnet2CIDR 
       MapPublicIpOnLaunch: false 
       Tags: 
        - Key: Name 
          Value: !Sub "${AWS::StackName} Private Subnet (AZ2)" 
      
   PrivateSubnet1RouteTableAssociation: 
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     Type: AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation 
     Properties: 
       RouteTableId: !Ref RouteTable 
       SubnetId: !Ref PrivateSubnet1 
      
   PrivateSubnet2RouteTableAssociation: 
     Type: AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation 
     Properties: 
       RouteTableId: !Ref RouteTable 
       SubnetId: !Ref PrivateSubnet2 
      
   S3VpcEndoint: 
     Type: AWS::EC2::VPCEndpoint 
     Properties: 
       ServiceName: !Sub "com.amazonaws.${AWS::Region}.s3" 
       VpcEndpointType: Gateway 
       VpcId: !Ref VPC 
       RouteTableIds: 
        - !Ref RouteTable 
      
   SecurityGroup: 
     Type: AWS::EC2::SecurityGroup 
     Properties: 
       VpcId: !Ref VPC 
       GroupDescription: Security Group for Amazon MWAA Environments to access VPC 
 endpoints 
       GroupName: !Sub "${AWS::StackName}-mwaa-vpc-endpoints" 
    
   SecurityGroupIngress: 
     Type: AWS::EC2::SecurityGroupIngress 
     Properties: 
       GroupId: !Ref SecurityGroup 
       IpProtocol: "-1" 
       SourceSecurityGroupId: !Ref SecurityGroup 
    
   SqsVpcEndoint: 
     Type: AWS::EC2::VPCEndpoint 
     Properties: 
       ServiceName: !Sub "com.amazonaws.${AWS::Region}.sqs" 
       VpcEndpointType: Interface 
       VpcId: !Ref VPC 
       PrivateDnsEnabled: true 
       SubnetIds: 
        - !Ref PrivateSubnet1 
        - !Ref PrivateSubnet2 
       SecurityGroupIds: 
        - !Ref SecurityGroup 
      
   CloudWatchLogsVpcEndoint: 
     Type: AWS::EC2::VPCEndpoint 
     Properties: 
       ServiceName: !Sub "com.amazonaws.${AWS::Region}.logs" 
       VpcEndpointType: Interface 
       VpcId: !Ref VPC 
       PrivateDnsEnabled: true 
       SubnetIds: 
        - !Ref PrivateSubnet1 
        - !Ref PrivateSubnet2 
       SecurityGroupIds: 
        - !Ref SecurityGroup 
      
   CloudWatchMonitoringVpcEndoint: 
     Type: AWS::EC2::VPCEndpoint 
     Properties: 
       ServiceName: !Sub "com.amazonaws.${AWS::Region}.monitoring" 
       VpcEndpointType: Interface 
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       VpcId: !Ref VPC 
       PrivateDnsEnabled: true 
       SubnetIds: 
        - !Ref PrivateSubnet1 
        - !Ref PrivateSubnet2 
       SecurityGroupIds: 
        - !Ref SecurityGroup 
      
   KmsVpcEndoint: 
     Type: AWS::EC2::VPCEndpoint 
     Properties: 
       ServiceName: !Sub "com.amazonaws.${AWS::Region}.kms" 
       VpcEndpointType: Interface 
       VpcId: !Ref VPC 
       PrivateDnsEnabled: true 
       SubnetIds: 
        - !Ref PrivateSubnet1 
        - !Ref PrivateSubnet2 
       SecurityGroupIds: 
        - !Ref SecurityGroup 
      
   EcrApiVpcEndoint: 
     Type: AWS::EC2::VPCEndpoint 
     Properties: 
       ServiceName: !Sub "com.amazonaws.${AWS::Region}.ecr.api" 
       VpcEndpointType: Interface 
       VpcId: !Ref VPC 
       PrivateDnsEnabled: true 
       SubnetIds: 
        - !Ref PrivateSubnet1 
        - !Ref PrivateSubnet2 
       SecurityGroupIds: 
        - !Ref SecurityGroup 
      
   EcrDkrVpcEndoint: 
     Type: AWS::EC2::VPCEndpoint 
     Properties: 
       ServiceName: !Sub "com.amazonaws.${AWS::Region}.ecr.dkr" 
       VpcEndpointType: Interface 
       VpcId: !Ref VPC 
       PrivateDnsEnabled: true 
       SubnetIds: 
        - !Ref PrivateSubnet1 
        - !Ref PrivateSubnet2 
       SecurityGroupIds: 
        - !Ref SecurityGroup 

   AirflowApiVpcEndoint: 
     Type: AWS::EC2::VPCEndpoint 
     Properties: 
       ServiceName: !Sub "com.amazonaws.${AWS::Region}.airflow.api" 
       VpcEndpointType: Interface 
       VpcId: !Ref VPC 
       PrivateDnsEnabled: true 
       SubnetIds: 
        - !Ref PrivateSubnet1 
        - !Ref PrivateSubnet2 
       SecurityGroupIds: 
        - !Ref SecurityGroup   
         
   AirflowEnvVpcEndoint: 
     Type: AWS::EC2::VPCEndpoint 
     Properties: 
       ServiceName: !Sub "com.amazonaws.${AWS::Region}.airflow.env" 
       VpcEndpointType: Interface 
       VpcId: !Ref VPC 
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       PrivateDnsEnabled: true 
       SubnetIds: 
        - !Ref PrivateSubnet1 
        - !Ref PrivateSubnet2 
       SecurityGroupIds: 
        - !Ref SecurityGroup    
                                          
   AirflowOpsVpcEndoint: 
     Type: AWS::EC2::VPCEndpoint 
     Properties: 
       ServiceName: !Sub "com.amazonaws.${AWS::Region}.airflow.ops" 
       VpcEndpointType: Interface 
       VpcId: !Ref VPC 
       PrivateDnsEnabled: true 
       SubnetIds: 
        - !Ref PrivateSubnet1 
        - !Ref PrivateSubnet2 
       SecurityGroupIds: 
        - !Ref SecurityGroup

Outputs: 
   VPC: 
     Description: A reference to the created VPC 
     Value: !Ref VPC 
      
   MwaaSecurityGroupId: 
     Description: Associates the Security Group to the environment to allow access to 
 the VPC endpoints  
     Value: !Ref SecurityGroup 
      
   PrivateSubnets: 
     Description: A list of the private subnets 
     Value: !Join [ ",", [ !Ref PrivateSubnet1, !Ref PrivateSubnet2 ]] 
      
   PrivateSubnet1: 
     Description: A reference to the private subnet in the 1st Availability Zone 
     Value: !Ref PrivateSubnet1 
      
   PrivateSubnet2: 
     Description: A reference to the private subnet in the 2nd Availability Zone 
     Value: !Ref PrivateSubnet2

2. コマンドプロンプトで、cfn-vpc-private.ymlが保存されているディレクトリに移動します。例:

cd mwaaproject

3. aws cloudformation create-stackコマンドを使用して、を使用してスタックを作成します
AWS CLI。

aws cloudformation create-stack --stack-name mwaa-private-environment --template-body 
 file://cfn-vpc-private.yml

Note

Amazon VPC インフラストラクチャの作成には 30 分ほどかかります。
4. コンピューターからこれらの VPC エンドポイントにアクセスするメカニズムを作成する必要がありま

す。詳細については、Amazon MWAA での VPC エンドポイントへのアクセスの管理 (p. 145) を参
照してください。
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次のステップ

Note

Amazon MWAA セキュリティグループの CIDR でアウトバウンドアクセスをさらに制限でき
ます。たとえば、自己参照型のアウトバウンドルール、Amazon S3 のプレフィックスリス
ト、Amazon VPC の CIDR を追加することで、それ自体に制限することができます。

次のステップ
• Amazon MWAA 環境を作成しますAmazon MWAA 環境を作成する (p. 30)。
• でプライベートルーティングを使用して、コンピューターから Amazon VPC への VPN トンネルを作成

する方法について説明しますチュートリアル:を使用したプライベートネットワークアクセスの設定AWS 
Client VPN (p. 171)。

Amazon MWAA 環境を作成する
Apache Airflow (MWAA) 向けの Amazon マネージドワークフローでは、Apache と同じオープンソースの 
Airflow とユーザーインターフェイスを使用して、選択したバージョンの環境に Apache Airflow をセット
アップします。このガイドでは、Amazon MWAA 環境を作成する手順について説明します。

目次
• 開始する前に (p. 30)
• Apache エアフローバージョン (p. 30)
• 環境の作成 (p. 31)

• ステップ 1: 詳細を指定する (p. 31)
• ステップ 2: 詳細設定を構成する (p. 32)
• ステップ 3: 確認して作成する (p. 33)

• 次のステップ (p. 34)

開始する前に
• 環境に指定した VPC ネットワークは (p. 19)、環境が作成されてから後で変更することはできませ

ん。
• Amazon S3 バケットは、すべてのパブリックアクセスをブロックするように設定され、バケットバー

ジョニングが有効になっている必要があります。
• Amazon MWAAAWS を使用する権限を持つアカウントと (p. 35)、IAM ロールを作成する権限AWS 

Identity and Access Management (IAM) を持つアカウントが必要です。Amazon VPC 内の Apache 
Airflow アクセスを制限する Apache Airflow ウェブサーバーのプライベートネットワークアクセスモード
を選択した場合、Amazon VPC エンドポイントを作成するには IAM の権限が必要です。

Apache エアフローバージョン
Apache Airflow (MWAA) では、Apache Airflow (MWAA) でサポートされています。

Note

• Apache Airflow v2.2.2 以降、Amazon MWAA では Python 要件、プロバイダーパッケージ、カ
スタムプラグインを Apache Airflow ウェブサーバーに直接インストールできるようになりまし
た。

• Apache Airflow v2.5.1 以降、-c依存関係のインストール時にフラグを指定しない場
合、Amazon MWAA--constraint はフラグを使用してステートメントを適用しま
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す。requirements.txtAmazon MWAA は、次のバージョン表に記載されている Apache 
Airflow のバージョンに対応する制約ステートメントを適用します。

--constraint要件ファイルでの使用の詳細については、「Python 依存関係のインストー
ル (p. 129)」を参照してください。

Apache エアフローバー
ジョン

Apache Airflow ガイド Apache Airflow 制約 Python バージョン

2.5.1 Apache エアフロー 
v2.5.1 リファレンスガ
イド

Apache エアフロー 
v2.5.1 制約ファイル

Python 3.10

2.4.3 Apache エアフロー 
v2.4.3 リファレンスガ
イド

Apache エアフロー 
v2.4.3 コンストレイン
トファイル

Python 3.10

2.2.2 Apache エアフロー 
v2.2.2 リファレンスガ
イド

Apache エアフロー 
v2.2.2 コンストレイン
トファイル

Python 3.7

2.0.2 アパッチ・エアフロー 
v2.0.2 リファレンスガ
イド

Apache エアフロー 
v2.0.2 制約ファイル

Python 3.7

1.10.10 Apache Airflow リファレ
ンスガイド

Apache Airflow 制約 (制
約) ファイル

Python 3.7

メタデータデータベースのバックアップ手順など、自己管理型の Apache Airflow デプロイの移行、または
既存の Amazon MWAA 環境の移行の詳細については、Amazon MWAA 移行ガイドを参照してください。

環境の作成
以下のセクションでは、Amazon MWAA 環境を作成する手順について説明します。

ステップ 1: 詳細を指定する
環境の詳細を指定するには

1. Amazon MWAA コンソールを開きます。
2. AWS地域セレクターを使用して地域を選択します。
3. [Create environment] (環境の作成) を選択します。
4. [詳細の指定] ページの [環境の詳細] で、

a. [Name] に、環境の一意の名前を入力します。
b. エアフローバージョンで Apache エアフローバージョンを選択します。

Note

値が指定されていない場合は、デフォルトの Airflow バージョンが使用されます。利用可
能な最新バージョンは、Apache Airflow v2.5.1 です。

5. Amazon S3 の DAG コードで以下を指定します。

a. S3 バケット。[S3 バケットを参照] (Browse S3) バケットを選択するか、Amazon S3 URI を入力
します。
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b. DAG フォルダー。[Browse S3] を選択して Amazon S3dags バケット内のフォルダを選択する
か、Amazon S3 URI を入力します。

c. プラグインファイル-オプション。[Browse S3] を選択して Amazon S3plugins.zip バケット上
のファイルを選択するか、Amazon S3 URI を入力します。

d. 要件ファイル-オプション。[Browse S3] を選択して Amazon S3requirements.txt バケット上
のファイルを選択するか、Amazon S3 URI を入力します。

e. スタートアップスクリプトファイル-オプション。[Browse]S3 を選択して Amazon S3 バケットの
スクリプトファイルを選択するか、Amazon S3 URI を入力します。

6. [Next] (次へ) を選択します。

ステップ 2: 詳細設定を構成する
詳細設定を設定するには

1. [詳細設定の設定] ページの [ネットワーク] で、

• アマゾン VPC (p. 19) を選択してください。

このステップでは、Amazon VPC の 2 つのプライベートサブネットを設定します。
2. 「Web サーバーアクセス」で、お好みの Apache Airflow アクセスモードを選択します (p. 57)。

a. プライベートネットワーク。これにより、Apache Airflow UI へのアクセスは、ご使用の環境の 
IAM ポリシーへのアクセスが許可されている (p. 35) Amazon VPC 内のユーザーに制限されま
す。このステップには Amazon VPC エンドポイントを作成する権限が必要です。

Note

Apache Airflow UI に企業ネットワーク内でのみアクセスでき、Web サーバー要件のイ
ンストール時にパブリックリポジトリにアクセスする必要がない場合は、プライベート
ネットワークオプションを選択してください。このアクセスモードオプションを選択す
る場合、Amazon VPC の Apache Airflow ウェブサーバーにアクセスするメカニズムを作
成する必要があります。詳細については、「Apache Airflow ウェブサーバーの VPC エン
ドポイントへのアクセス (プライベートネットワークアクセス) (p. 148)」を参照してく
ださい。

b. パブリックネットワーク。これにより、ご使用の環境の IAM ポリシーへのアクセスを許可された
ユーザーが (p. 35)、インターネット経由で Apache Airflow UI にアクセスできるようになりま
す。

3. [セキュリティグループ] で、Amazon VPC (p. 19) の保護に使用するセキュリティグループを選択
します。

a. デフォルトでは、Amazon MWAA は、「新しいセキュリティグループの作成」にある特定のイン
バウンドルールとアウトバウンドルールを使用して Amazon VPC にセキュリティグループを作成
します。

b. 省略可能。Create new security group のチェックボックスを選択解除して、最大 5 つのセキュリ
ティグループを選択します。

Note

既存の Amazon VPC セキュリティグループには、ネットワークトラフィックを許可する
特定のインバウンドルールとアウトバウンドルールを設定する必要があります。詳細に
ついては、Amazon MWAA での VPC のセキュリティ (p. 142) を参照してください。

4. [環境クラス] で、環境クラスを選択します (p. 91)。

ワークロードをサポートするのに必要な最小サイズを選択することをお勧めします。環境クラスはい
つでも変更できます。
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5. 最大ワーカー数には、環境で実行する Apache Airflow ワーカーの最大数を指定します。

詳細については、高性能ユースケースの例 (p. 95) を参照してください。
6. [暗号化] で、データ暗号化オプションを選択します。

a. デフォルトでは、Amazon MWAAAWS は所有しているキーを使用してデータを暗号化します。
b. 省略可能。[Customize Customize Advanced)] (暗号化設定のカスタマイズ (詳細)AWS KMS を選

択して別のキーを選択します このステップでカスタマー管理キーを指定する場合は、AWS KMS
キー ID または ARN を指定する必要があります。 AWS KMSエイリアスとマルチリージョンキー
は Amazon MWAA ではサポートされていません (p. 311)。Amazon S3 バケットでサーバー側の
暗号化に Amazon S3 キーを指定した場合、Amazon MWAA 環境にも同じキーを指定する必要が
あります。

Note

Amazon MWAA コンソールでキーを選択するには、そのキーに対するアクセス権限が必
要です。また、で説明されているポリシーを添付して、Amazon MWAA にキーを使用す
るアクセス権限を付与する必要がありますキーポリシーの添付 (p. 313)。

7. 推奨 「監視」で、Apache Airflow ログをログに送信する Airflow ロギング設定のログカテゴリを
CloudWatch 1 つ以上選択します。

a. エアフロータスクログ。Apache Airflow CloudWatch タスクログの種類を選択します。
b. エアフローウェブサーバーのログ。Apache Airflow Web CloudWatch サーバーログの種類を選択

します。
c. エアフロースケジューラログ。Apache Airflow (Apache Airflow) CloudWatch レベルに送信するロ

グの種類を選択します。
d. エアフローワーカーのログ。Apache Airflow CloudWatch ワーカーログの種類を選択します。
e. エアフロー DAG 処理ログ。Apache Airflow (Apache Airflow) CloudWatch 処理ログの種類を選択

します。
8. 省略可能。Airflow 構成オプションについては、「カスタム構成オプションを追加」を選択します。

お使いの Apache Airflow バージョンの Apache Airflow 設定オプションの推奨ドロップダ
ウンリストから選択するか (p. 97)、カスタム設定オプションを指定できます。たとえ
ば、core.default_task_retries:3。

9. 省略可能。[タグ] で [新しいタグを追加] を選択し、タグを環境に関連付けます。たとえ
ば、Environment:Staging。

10. 「権限」で、実行ロールを選択します。

a. デフォルトでは、Amazon MWAA は [新しいロールの作成] で実行ロールを作成しま
す (p. 48)。このオプションを使用するには、IAM ロールを作成するアクセス許可が必要です。

b. 省略可能。[Specify ロール ARN] を選択し、既存の実行ロールの Amazon リソースネーム (ARN) 
を入力します。

11. [Next] (次へ) を選択します。

ステップ 3: 確認して作成する
環境概要を確認するには

• 環境の概要を確認し、[環境を作成] を選択します。

Note

環境の作成には約 20 ～ 30 分かかります。
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次のステップ

次のステップ
• Apache Airflow ウェブサーバーと Amazon MWAA 環境へのアクセスをユーザーに許可する方法について

は、を参照してくださいAmazon MWAA 環境へのアクセスの管理 (p. 35)。
• Apache Airflow ウェブサーバーの VPC エンドポイント (プライベートネットワークアクセス) にアクセ

スする方法については、をご覧くださいAmazon MWAA での VPC エンドポイントへのアクセスの管
理 (p. 145)。

• で環境を作成するために使用される Amazon MWAA API オペレーションをご覧くださ
いCreateEnvironment。

次のステップ
• で Amazon S3 バケットを作成する方法について説明します。Amazon MWAA 用の Amazon S3 バケッ

トを作成する (p. 17)。
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Amazon MWAA 環境へのアクセスの
管理

Apache Airflow 用の Amazon マネージドワークフロー (MWAA) では、AWS環境で使用される他のサービ
スやリソースの使用を許可する必要があります。また、Amazon MWAA 環境とAWS Identity and Access 
Management (IAM) 内の Apache Airflow UI にアクセスするためのアクセス権限を付与されている必要が
あります。このセクションでは、AWS環境のリソースへのアクセスを許可するために使用される実行ロー
ル、アクセス権限を追加する方法、Amazon MWAA 環境と Apache Airflow UIAWS にアクセスするために
必要なアカウント権限について説明します。

トピック
• Amazon MWAA 環境へのアクセス (p. 35)
• Amazon MWAA のサービスにリンクされたロール (p. 44)
• Amazon MWAA 実行ロール (p. 48)
• サービス間の混乱した代理の防止 (p. 56)
• Apache エアフローアクセスモード (p. 57)

Amazon MWAA 環境へのアクセス
Amazon Managed Workflows for Apache Airflow (MWAA) を使用するには、アカウントと IAM エンティ
ティを使用する必要があります。このページでは、Apache Airflow 開発チームと Apache Airflow ユーザー
に Amazon マネージドワークフロー用 Apache Airflow (MWAA) 環境に適用できるアクセスポリシーについ
て説明します。

Amazon MWAA リソースにアクセスするには、一時的な認証情報を使用し、グループとロールでフェデ
レーテッドアイデンティティを設定することをお勧めします。ベストプラクティスとして、ポリシーを 
IAM ユーザーに直接アタッチすることは避け、AWS代わりにリソースへの一時的なアクセスを提供するグ
ループまたはロールを定義してください。

IAM ロールは、特定の許可があり、アカウントで作成できるもう 1 つの IAM アイデンティティです。IAM 
ロールは、ID が AWS で実行できることとできないことを決定する許可ポリシーを持つ AWS ID であると
いう点で IAM ユーザーと似ています。ただし、ユーザーは 1 人の特定の人に一意に関連付けられますが、
ロールはそれを必要とする任意の人が引き受けるようになっています。また、ロールには標準の長期認証
情報 (パスワードやアクセスキーなど) も関連付けられません。代わりに、ロールを引き受けると、ロール
セッション用の一時的なセキュリティ認証情報が提供されます。

フェデレーテッドアイデンティティに許可を割り当てるには、ロールを作成してそのロールの許可を定義
します。フェデレーティッドアイデンティティが認証されると、そのアイデンティティはロールに関連付
けられ、ロールで定義されている許可が付与されます。フェデレーションの詳細については、「IAM ユー
ザーガイド」の「Creating a role for a third-party Identity Provider」(サードパーティーアイデンティティ
プロバイダー向けロールの作成) を参照してください。IAM アイデンティティセンターを使用する場合、
許可セットを設定します。アイデンティティが認証後にアクセスできるものを制御するため、IAM Identity 
Center は、アクセス許可セットを IAM のロールに関連付けます。アクセス許可セットの詳細については、
「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「アクセス許可セッ
ト」を参照してください。
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使用方法

アカウントの IAM ロールを使用して、AWS アカウントアカウントのリソースにアクセスするための別の
許可を付与できます。例については、IAM ユーザーガイドの「チュートリアル:IAMAWS アカウント ロー
ルを使用してアクセスを委任する」を参照してください。

[Sections] (セクション)
• 使用方法 (p. 36)
• フルコンソールアクセスポリシー:AmazonMWAAFullConsoleAccess (p. 37)
• API とコンソールのアクセスに関するすべてのポリシー:AmazonMWAAFullApiAccess (p. 39)
• 読み取り専用コンソールアクセスポリシー:Amazon MWAAReadOnlyAccess (p. 41)
• Apache Airflow UI アクセスポリシー:AmazonMWAAWebServerAccess (p. 41)
• Apache エアフロー CLI ポリシー:AmazonMWAAAirflowCliAccess (p. 42)
• JSON ポリシーの作成 (p. 42)
• ポリシーを開発者グループにアタッチするユースケースの例 (p. 42)
• 次のステップ (p. 44)

使用方法
Amazon MWAA 環境で使用されるリソースとサービスには、すべてのAWS Identity and Access 
Management (IAM) エンティティがアクセスできるわけではありません。これらのリソースにアクセス
する権限を Apache Airflow ユーザーに付与するポリシーを作成する必要があります。たとえば、Apache 
Airflow 開発チームにアクセス権を付与する必要があります。

Amazon MWAA はこれらのポリシーを使用して、AWSコンソールまたは環境で使用される API を介して
アクションを実行するために必要なアクセス権限をユーザーが持っているかどうかを検証します。

このトピックの JSON ポリシーを使用して IAM の Apache Airflow ユーザー用のポリシーを作成し、その
ポリシーを IAM のユーザー、グループ、またはロールにアタッチできます。

• AmazonMWAAFullConsoleAccess (p. 37) — このポリシーを使用して、Amazon MWAA コンソール
で環境を設定する権限を付与します。

• AmazonMWAAFullApiAccess (p. 39) — このポリシーを使用して、環境の管理に使用されるすべての 
Amazon MWAA API へのアクセスを許可します。

• AmazonMWAAReadOnlyAccess (p. 41) — このポリシーを使用して、Amazon MWAA コンソールで
環境が使用しているリソースを表示するためのアクセス権を付与します。

• AmazonMWAAWebServerAccess (p. 41) — このポリシーを使用して、Apache Airflow ウェブサー
バーへのアクセスを許可してください。

• AmazonMWAAAirflowCliAccess (p. 42) — このポリシーを使用して、Apache Airflow CLI コマンドを
実行するためのアクセス権を付与します。

アクセスを提供するには、ユーザー、グループ、またはロールにアクセス許可を追加します。

• AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) のユーザーとグループ:

アクセス許可セットを作成します。「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユー
ザーガイド」の「シークレットの作成と管理」の手順に従ってください。

• ID プロバイダーを通じて IAM で管理されているユーザー:

ID フェデレーションのロールを作成する。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「サードパー
ティー ID プロバイダー (フェデレーション) 用のロールの作成」を参照してください。

• IAM ユーザー:
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コンソへのアクセス。

• ユーザーが設定できるロールを作成します。手順については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユー
ザー用ロールの作成」を参照してください。

• (非推奨) ポリシーをユーザーに直接アタッチするか、ユーザーをユーザーグループに追加します。
「IAM ユーザーガイド」の「ユーザー (コンソール) へのアクセス許可の追加」の指示に従います。

フルコンソールアクセスポリ
シー:AmazonMWAAFullConsoleAccess
Amazon MWAA コンソールで環境を設定する必要がある場合、AmazonMWAAFullConsoleAccessユー
ザーはアクセス権限ポリシーにアクセスする必要がある場合があります。

Note

コンソールのフルアクセスポリシーには、実行する権限が含まれている必要がありま
すiam:PassRole。これにより、ユーザーはサービスにリンクされたロールと実行ロール
を (p. 48) (p. 44) Amazon MWAA に渡すことができます。Amazon MWAA は、お客
様に代わってAWSの他のサービスを呼び出すための各ロールを引き受けます。次の例で
は、iam:PassedToService条件キーを使用して、ロールを渡すことができるサービスとして 
Amazon MWAA サービスプリンシパル (airflow.amazonaws.com) を指定しています。
詳細についてはiam:PassRole、IAM AWSユーザーガイドのサービスにロールを渡す許可をユー
ザーに付与するをご覧ください。

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":"airflow:*", 
         "Resource":"*" 
      }, 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "iam:PassRole" 
         ], 
         "Resource":"*", 
         "Condition":{ 
            "StringLike":{ 
               "iam:PassedToService":"airflow.amazonaws.com" 
            } 
         } 
      }, 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "iam:ListRoles" 
         ], 
         "Resource":"*" 
      }, 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "iam:CreatePolicy" 
         ], 
         "Resource":"arn:aws:iam::YOUR_ACCOUNT_ID:policy/service-role/MWAA-Execution-
Policy*" 
      }, 
            { 
         "Effect":"Allow", 
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         "Action":[ 
            "iam:AttachRolePolicy", 
            "iam:CreateRole" 
         ], 
         "Resource":"arn:aws:iam::YOUR_ACCOUNT_ID:role/service-role/AmazonMWAA*" 
      }, 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "iam:CreateServiceLinkedRole" 
         ], 
         "Resource":"arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/airflow.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonMWAA" 
      }, 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "s3:GetBucketLocation", 
            "s3:ListAllMyBuckets", 
            "s3:ListBucket", 
            "s3:ListBucketVersions" 
         ], 
         "Resource":"*" 
      }, 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "s3:CreateBucket", 
            "s3:PutObject", 
            "s3:GetEncryptionConfiguration" 
         ], 
         "Resource":"arn:aws:s3:::*" 
      }, 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "ec2:DescribeSecurityGroups", 
            "ec2:DescribeSubnets", 
            "ec2:DescribeVpcs", 
            "ec2:DescribeRouteTables" 
         ], 
         "Resource":"*" 
      }, 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress", 
            "ec2:CreateSecurityGroup" 
         ], 
         "Resource":"arn:aws:ec2:*:*:security-group/airflow-security-group-*" 
      }, 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "kms:ListAliases" 
         ], 
         "Resource":"*" 
      }, 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "kms:DescribeKey", 
            "kms:ListGrants", 
            "kms:CreateGrant", 
            "kms:RevokeGrant", 
            "kms:Decrypt", 
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            "kms:Encrypt", 
            "kms:GenerateDataKey*", 
            "kms:ReEncrypt*" 
         ], 
         "Resource":"arn:aws:kms:*:YOUR_ACCOUNT_ID:key/YOUR_KMS_ID" 
      }, 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":"ec2:CreateVpcEndpoint", 
         "Resource":[ 
            "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*", 
            "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*", 
            "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*", 
            "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*" 
         ] 
      }, 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "ec2:CreateNetworkInterface" 
         ], 
         "Resource":[ 
            "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*", 
            "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*" 
         ] 
      } 
   ]
}

API とコンソールのアクセスに関するすべてのポリ
シー:AmazonMWAAFullApiAccess
環境の管理に使用されるすべての Amazon MWAA API にアクセスする必要がある場
合、AmazonMWAAFullApiAccessユーザーはアクセス権限ポリシーにアクセスする必要がある場合があ
ります。Apache Airflow UI にアクセスする権限は付与されません。

Note

完全な API アクセスポリシーには、実行する権限が含まれている必要がありま
すiam:PassRole。これにより、ユーザーはサービスにリンクされたロールと実行ロール
を (p. 48) (p. 44) Amazon MWAA に渡すことができます。Amazon MWAA は、お客
様に代わってAWSの他のサービスを呼び出すための各ロールを引き受けます。次の例で
は、iam:PassedToService条件キーを使用して、ロールを渡すことができるサービスとして 
Amazon MWAA サービスプリンシパル (airflow.amazonaws.com) を指定しています。
詳細についてはiam:PassRole、IAM AWSユーザーガイドのサービスにロールを渡す許可をユー
ザーに付与するをご覧ください。

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":"airflow:*", 
         "Resource":"*" 
      }, 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "iam:PassRole" 
         ], 
         "Resource":"*", 

39

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_use_passrole.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_use_passrole.html


Amazon Managed Workflows for 
Apache Airflow ユーザーガイド

API へのアクセス

         "Condition":{ 
            "StringLike":{ 
               "iam:PassedToService":"airflow.amazonaws.com" 
            } 
         } 
      }, 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "iam:CreateServiceLinkedRole" 
         ], 
         "Resource":"arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/airflow.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonMWAA" 
      }, 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "ec2:DescribeSecurityGroups", 
            "ec2:DescribeSubnets", 
            "ec2:DescribeVpcs", 
            "ec2:DescribeRouteTables" 
         ], 
         "Resource":"*" 
      }, 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "kms:DescribeKey", 
            "kms:ListGrants", 
            "kms:CreateGrant", 
            "kms:RevokeGrant", 
            "kms:Decrypt", 
            "kms:Encrypt", 
            "kms:GenerateDataKey*", 
            "kms:ReEncrypt*" 
         ], 
         "Resource":"arn:aws:kms:*:YOUR_ACCOUNT_ID:key/YOUR_KMS_ID" 
      }, 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "s3:GetEncryptionConfiguration" 
         ], 
         "Resource":"arn:aws:s3:::*" 
      }, 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":"ec2:CreateVpcEndpoint", 
         "Resource":[ 
            "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*", 
            "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*", 
            "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*", 
            "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*" 
         ] 
      }, 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "ec2:CreateNetworkInterface" 
         ], 
         "Resource":[ 
            "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*", 
            "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*" 
         ] 
      } 
   ]
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}

読み取り専用コンソールアクセスポリシー:Amazon 
MWAAReadOnlyAccess
Amazon MWAA コンソールの環境詳細ページで環境で使用されているリソースを確認する必要がある場
合、AmazonMWAAReadOnlyAccessユーザーはアクセス権限ポリシーにアクセスする必要がある場合があ
ります。ユーザーが新しい環境を作成したり、既存の環境を編集したり、Apache Airflow UI を表示したり
することはできません。

{ 
        "Version": "2012-10-17", 
        "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "airflow:ListEnvironments", 
                "airflow:GetEnvironment", 
                "airflow:ListTagsForResource" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Apache Airflow UI アクセスポリ
シー:AmazonMWAAWebServerAccess
ユーザーが Apache Airflow UI にアクセスする必要がある場合、AmazonMWAAWebServerAccess権
限ポリシーへのアクセスが必要になる場合があります。ユーザーは Amazon MWAA コンソールで
環境を表示したり、Amazon MWAA API を使用してアクションを実行したりすることはできませ
ん。、Admin、OpUser、ViewerPublic{airflow-role}またはロールを指定して、Web トークンの
ユーザーのアクセスレベルをカスタマイズします。詳細については、Apache Airflow リファレンスガイド
の「デフォルトロール」を参照してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "airflow:CreateWebLoginToken", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:airflow:{your-region}:YOUR_ACCOUNT_ID:role/{your-environment-
name}/{airflow-role}" 
            ] 
        } 
    ]
}

Note

Amazon MWAA は、5 つのデフォルトの Apache Airflow ロールベースのアクセスコントロール 
(RBAC) ロールと IAM インテグレーションを提供します。カスタム Apache Airflow ロールの使用
方法の詳細については、を参照してくださいthe section called “チュートリアル:ユーザーを DAG 
のサブセットに制限する” (p. 186)。
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Apache エアフロー CLI アクセス

Apache エアフロー CLI ポリ
シー:AmazonMWAAAirflowCliAccess
Apache Airflow CLI コマンド (などtrigger_dag) を実行する必要がある場
合、AmazonMWAAAirflowCliAccessユーザーは権限ポリシーにアクセスする必要がある場合がありま
す。ユーザーは Amazon MWAA コンソールで環境を表示したり、Amazon MWAA API を使用してアク
ションを実行したりすることはできません。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "airflow:CreateCliToken" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

JSON ポリシーの作成
JSON ポリシーを作成し、そのポリシーを IAM コンソールでユーザー、ロール、またはグループにアタッ
チできます。IAM で JSON ポリシーを作成する方法については、以下のステップで示します。

JSON ポリシーを作成するには

1. IAM コンソールのポリシーのページを開きます。
2. [Create policy] (ポリシーを作成) を選択します。
3. [JSON] タブを選択します。
4. JSON ポリシーを追加します。
5. [ポリシーの確認] を選択します。
6. テキストフィールドに [名前] と [説明] に値を入力します (オプション)。

たとえば、ポリシーにはという名前を付けることができますAmazonMWAAReadOnlyAccess。
7. [ポリシーの作成] を選択します。

ポリシーを開発者グループにアタッチするユースケー
スの例
たとえば、IAM で、Apache AirflowAirflowDevelopmentGroup 開発チームのすべての開
発者に権限を適用するという名前のグループを使用しているとします。これらのユーザー
はAmazonMWAAFullConsoleAccess、AmazonMWAAAirflowCliAccess、AmazonMWAAWebServerAccessお
よび権限ポリシーにアクセスする必要があります。このセクションでは、IAM でグループを作成し、これ
らのポリシーを作成してアタッチし、そのグループを IAM ユーザーに関連付ける方法について説明しま
す。手順は、AWS所有しているキーを使用していることを前提としています。

Amazon MWAAFullConsoleAccess ポリシーを作成するには

1. Amazon MWAAFullConsoleAccess アクセスポリシーをダウンロードしてください。
2. IAM コンソールのポリシーのページを開きます。
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ユースケースの例

3. [Create policy] (ポリシーを作成) を選択します。
4. [JSON] タブを選択します。
5. の JSON ポリシーを貼り付けますAmazonMWAAFullConsoleAccess。
6. 以下の数値を置き換えます。

a. {your-account-id} —AWS アカウント ID (など0123456789)
b. {your-kms-id} —aws/airflow AWS所有鍵の識別子

7. レビューポリシーを選択します。
8. AmazonMWAAFullConsoleAccess名前を入力します。
9. [ポリシーの作成] を選択します。

Amazon MWAAWebServerAccess ポリシーを作成するには

1. Amazon MWAAWebServerAccess アクセスポリシーをダウンロードしてください。
2. IAM コンソールのポリシーのページを開きます。
3. [Create policy] (ポリシーを作成) を選択します。
4. [JSON] タブを選択します。
5. の JSON ポリシーを貼り付けますAmazonMWAAWebServerAccess。
6. 以下の数値を置き換えます。

a. {######} — Amazon MWAA 環境のリージョン (などus-east-1)
b. {your-account-id} —AWS アカウント ID (など0123456789)
c. {your-environment-name} — お客様の Amazon MWAA 環境名 (な

どMyAirflowEnvironment)
d. {airflow-role} —Admin Apache エアフローのデフォルトロール

7. [ポリシーの確認] を選択します。
8. AmazonMWAAWebServerAccess名前を入力します。
9. [ポリシーの作成] を選択します。

Amazon MWAAAirflowCliAccess ポリシーを作成するには

1. Amazon MWAAAirflowCliAccess アクセスポリシーをダウンロードしてください。
2. IAM コンソールのポリシーのページを開きます。
3. [Create policy] (ポリシーを作成) を選択します。
4. [JSON] タブを選択します。
5. の JSON ポリシーを貼り付けますAmazonMWAAAirflowCliAccess。
6. レビューポリシーを選択します。
7. AmazonMWAAAirflowCliAccess名前を入力します。
8. [ポリシーの作成] を選択します。

グループを作成するには

1. IAM コンソールの [グループ] ページを開きます。
2. の名前を入力しますAirflowDevelopmentGroup。
3. [Next Step (次のステップ)] をクリックします。
4. [フィルター]AmazonMWAA に入力して結果をフィルターします。
5. 作成した 3 つのポリシーを選択します。
6. [Next Step (次のステップ)] をクリックします。
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次のステップ

7. Create Group を選択します。

ユーザーに関連付けるには

1. IAM コンソールの [ユーザー] ページを開きます。
2. ユーザーを選択します。
3. [グループ] を選択します。
4. [ユーザーをグループに追加] を選択します。
5. AirflowDevelopmentGroup を選択します。
6. 続いて、[Add to Groups] (グループに追加) を選択します。

次のステップ
• で、Apache Airflow UI にアクセスするためのトークンを生成する方法について説明しますApache エア

フロー UI へのアクセス (p. 63)。
• IAM ポリシーの作成の詳細については、「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

Amazon MWAA のサービスにリンクされたロール
Amazon Managed Workflows for Apache Airflow (MWAA) 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 MWAA 
に直接リンクされた特殊な IAM ロールです。サービスにリンクされたロールは Amazon MWAA で事前定
義されており、AWSサービスがユーザーに代わって他の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くなるた
め、Amazon MWAA の設定が簡単になります。サービスにリンクされたロールのアクセス許可は、関連
する Amazon MWAA により定義されます。別途定義されている場合を除き、Amazon MWAA のみがその
ロールを引き受けることができます。定義される許可には、信頼ポリシーと許可ポリシーが含まれてお
り、その許可ポリシーを他のIAM エンティティにアタッチすることはできません。

サービスにリンクされたロールは、まずその関連リソースを削除しなければ削除できません。これによ
り、リソースへの意図しないアクセスによるアクセス許可の削除が防止され、Amazon MWAA リソースは
保護されます。

サービスにリンクされたロールをサポートする他のサービスについては、「IAM と連動する AWS のサー
ビス」を参照し、[Service-linked roles] (サービスにリンクされたロール) の列内で [Yes] (はい) と表記され
たサービスを確認してください。サービスにリンクされたロールに関するドキュメントをサービスで表示
するには、[はい] リンクを選択します。

Amazon MWAA でのサービスにリンクされたロールの
アクセス許可
Amazon MWAA は、AWSServiceRoleForAmazonMWAAという名前のサービスリンクロールを使用し
ます。アカウントで作成されたサービスにリンクされたロールは、AWS以下のサービスへのアクセスを 
Amazon MWAA に付与します。

• Amazon CloudWatch ログ (CloudWatch ログ) — Apache エアフローログのロググループを作成します。
• Amazon CloudWatch (CloudWatch) — 環境とその基盤となるコンポーネントに関連するメトリックスを

アカウントに公開します。

44

https://console.aws.amazon.com/iam/home#/users
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_create.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_terms-and-concepts.html#iam-term-service-linked-role
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_aws-services-that-work-with-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_aws-services-that-work-with-iam.html


Amazon Managed Workflows for 
Apache Airflow ユーザーガイド

Amazon MWAA でのサービスにリ
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• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) — 次のリソースを作成するには:
• Apache エアフロースケジューラとワーカーが使用する、AWS管理された Amazon Aurora 

PostgreSQL データベースクラスター用の VPC 内の Amazon VPC エンドポイント。
• Apache Airflow ウェブサーバーのプライベートネットワークオプションを選択した場合に、ウェブ

サーバーへのネットワークアクセスを可能にする追加の (p. 57) Amazon VPC エンドポイント。
• Amazon VPC のエラスティックネットワークインターフェイス (ENI) により、Amazon VPCAWS で

ホストされているリソースへのネットワークアクセスを可能にします。

次の信頼ポリシーでは、サービスプリンシパルがサービスにリンクされたロールを引き受けることを許可
します。Amazon MWAA のサービスプリンシパルはairflow.amazonaws.com、ポリシーに示されてい
るとおりです。

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

AmazonMWAAServiceRolePolicyという名前のロール許可ポリシーは、指定したリソースに対して以下
のアクションを実行することを Amazon MWAA に許可します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:CreateLogStream", 
                "logs:CreateLogGroup", 
                "logs:DescribeLogGroups" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:airflow-*:*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:AttachNetworkInterface", 
                "ec2:CreateNetworkInterface", 
                "ec2:CreateNetworkInterfacePermission", 
                "ec2:DeleteNetworkInterface", 
                "ec2:DeleteNetworkInterfacePermission", 
                "ec2:DescribeDhcpOptions", 
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces", 
                "ec2:DescribeSecurityGroups", 
                "ec2:DescribeSubnets", 
                "ec2:DescribeVpcEndpoints", 
                "ec2:DescribeVpcs", 
                "ec2:DetachNetworkInterface" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "ec2:CreateVpcEndpoint", 
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            "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*", 
            "Condition": { 
                "ForAnyValue:StringEquals": { 
                    "aws:TagKeys": "AmazonMWAAManaged" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:ModifyVpcEndpoint", 
                "ec2:DeleteVpcEndpoints" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*", 
            "Condition": { 
                "Null": { 
                    "aws:ResourceTag/AmazonMWAAManaged": false 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:CreateVpcEndpoint", 
                "ec2:ModifyVpcEndpoint" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*", 
                "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*", 
                "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "ec2:CreateTags", 
            "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:vpc-endpoint/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "ec2:CreateAction": "CreateVpcEndpoint" 
                }, 
                "ForAnyValue:StringEquals": { 
                    "aws:TagKeys": "AmazonMWAAManaged" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "cloudwatch:PutMetricData", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "cloudwatch:namespace": [ 
                        "AWS/MWAA" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

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

Amazon MWAA で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。、、、またはAWS API を使用して新
しい Amazon MWAA 環境を作成する場合、Amazon MWAA は自動的にサービスにリンクされたロールを
作成します。AWS Management ConsoleAWS CLI

このサービスにリンクされたロールを削除した後で再度作成する必要が生じた場合は、同じ方法でアカウ
ントにロールを再作成できます。別の環境を作成すると、Amazon MWAA によってサービスリンクロール
が再度作成されます。

Amazon MWAA でのサービスにリンクされたロールの
編集
Amazon MWAA では、 AWSServiceRoleForAmazonMWAA 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参
照される可能性があるため、ロール名を変更することはできません。ただし、IAM を使用したロールの説
明の編集はできます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「サービスにリンクされたロールの編集」
を参照してください。

Amazon MWAA のサービスリンクロールの削除
サービスにリンクされたロールが必要な機能またはサービスが不要になった場合には、そのロールを削除
することをお勧めします。そうすることで、積極的にモニタリングまたは保守されていない未使用のエン
ティティを排除できます。

Amazon MWAA 環境を削除すると、Amazon MWAA はサービスの一部として使用しているすべての関連
リソースを削除します。ただし、サービスにリンクされたロールを削除する前に、Amazon MWAA が環境
の削除を完了するまで待つ必要があります。Amazon MWAA が環境を削除する前にサービスにリンクされ
たロールを削除すると、Amazon MWAA は環境に関連するすべてのリソースを削除できない可能性があり
ます。

IAM を使用してサービスリンクロールを手動で削除するには

IAM コンソール、AWS CLI、または AWS API を使用して、 AWSServiceRoleForAmazonMWAA サービス
リンクロールを削除します。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「サービスにリンクされたロー
ルの削除」を参照してください。

Amazon MWAA 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 MWAA は、サービスを利用できる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、「Amazon Managed Workflows for Apache Airflow (MWAA) エンドポ
イントとクオータ」を参照してください。

ポリシーの更新

変更 説明 日付

Amazon MWAA、サービスにリ
ンクされたロールのアクセス許
可ポリシーを更新

AmazonMWAAServiceRolePolicy (p. 44)— 
Amazon MWAA は、サービスに

2022 年 11 月 18 日
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実行ロール

変更 説明 日付
リンクされたロールのアクセス
権限ポリシーを更新して、サー
ビスの基盤となるリソースに関
連する追加のメトリックスを顧
客アカウントに公開する権限を 
Amazon MWAA に付与します。
これらの新しい指標はAWS/MWAA

Amazon MWAA が変更の追跡を
開始しました

Amazon MWAA は、AWSマネー
ジドサービスにリンクされた
ロールのアクセス許可ポリシー
の変更の追跡を開始しました。

2022 年 11 月 18 日

Amazon MWAA 実行ロール
実行ロールとは、AWSユーザーに代わって他のサービスのリソースを呼び出すアクセス許可を Amazon 
マネージドワークフロー for Apache Airflow (MWAA) に付与するアクセス権限ポリシーを含む (IAM) 
ロールです。AWS Identity and Access Managementこれには、Amazon S3 バケット、AWS所有キー、 
CloudWatch ログなどのリソースが含まれます。Amazon MWAA 環境には、環境ごとに 1 つの実行ロール
が必要です。このページでは、Amazon MWAAAWS が環境で使用される他のリソースにアクセスできるよ
うに、環境で実行ロールを使用および設定する方法について説明します。

目次
• 実行ロールの概要 (p. 48)

• デフォルトで付与される権限 (p. 49)
• AWS他のサービスを使用する許可を追加する方法 (p. 49)
• 新しい実行ロールを関連付ける方法 (p. 50)

• 新規ロールの作成 (p. 50)
• 実行ロールポリシーの表示と更新 (p. 50)

• JSONAWS ポリシーをアタッチして他のサービスを使用する (p. 50)
• Amazon S3 バケットに対するアクセス権限の付与 (p. 51)
• Apache エアフロー接続を使用する (p. 52)
• 実行ロールの JSON ポリシーのサンプル (p. 52)

• カスタマーマネージドキーのサンプルポリシー (p. 52)
• AWS所有鍵のサンプルポリシー (p. 54)

• 次のステップ (p. 56)

実行ロールの概要
Amazon MWAAAWS がお客様の環境で使用している他のサービスを使用する権限は、実行ロールから取得
されます。Amazon MWAA 実行ロールには、AWS環境で使用される以下のサービスへのアクセス許可が必
要です。

• Amazon CloudWatch (CloudWatch) — Apache エアフローのメトリクスとログを送信します。
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) — 環境の DAG コードとサポートファイル (な

どrequirements.txt) を解析します。
• Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) — Amazon MWAA が所有する Amazon SQS キューに環

境内のタスクをキューイングします。
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実行ロールの概要

• AWS Key Management Service(AWS KMS) — 環境のデータ暗号化用 (AWS所有キーまたはカスタマー
管理キーを使用)。

Note

Amazon MWAAAWS でマネージド KMS キーを使用してデータを暗号化することを選択した場
合は、Amazon SQS を介してアカウントの外部に保存されている任意の KMS キーへのアクセ
スを許可するアクセス権限を Amazon MWAA 実行ロールにアタッチするポリシーで定義する必
要があります。環境の実行ロールが任意の KMS キーにアクセスするには、次の 2 つの条件が
必要です。
• サードパーティアカウントの KMS キーは、リソースポリシーを介してこのクロスアカウン

トアクセスを許可する必要があります。
• DAG コードは、airflow-celery-サードパーティーアカウントで始まる Amazon SQS 

キューにアクセスする必要があり、暗号化には同じ KMS キーを使用します。
リソースへのクロスアカウントアクセスに関連するリスクを軽減するために、DAG に設定され
ているコードを確認して、ワークフローがアカウント外の任意の Amazon SQS キューにアクセ
スしていないことを確認することをお勧めします。さらに、自分のアカウントに保存されてい
る顧客管理の KMS キーを使用して Amazon MWAA の暗号化を管理できます。これにより、環
境の実行ロールがアカウントの KMS キーのみにアクセスするように制限されます。
暗号化オプションを選択した後は、既存の環境の選択を変更できないことに注意してくださ
い。

実行ロールには、次の IAM アクションに対する権限も必要です。

• airflow:PublishMetrics— Amazon MWAA が環境の状態を監視できるようにします。

デフォルトで付与される権限
Amazon MWAA AWSコンソールのデフォルトオプションを使用して実行ロールと所有キーを作成し、この
ページのステップを使用して実行ロールにアクセス権限ポリシーを追加できます。

• コンソールで [Create new role] オプションを選択すると、Amazon MWAA は環境に必要な最小限のアク
セス権限を実行ロールにアタッチします。

• 場合によっては、Amazon MWAA が最大限のアクセス権限を割り当てます。たとえば、環境を作
成するときに Amazon MWAA コンソールでオプションを選択して実行ロールを作成することを
お勧めします。Amazon MWAA は、実行ロールの正規表現パターンをとして使用して、すべての 
CloudWatch Logs"arn:aws:logs:your-region:your-account-id:log-group:airflow-
your-environment-name-*" グループにアクセス権限ポリシーを自動的に追加します。

AWS他のサービスを使用する許可を追加する方法
Amazon MWAA は、環境の作成後に既存の実行ロールにアクセス権限ポリシーを追加または編集するこ
とはできません。実行ロールを、環境に必要な追加の権限ポリシーで更新する必要があります。たとえ
ば、DAG がへのアクセスを必要とする場合AWS Glue、Amazon MWAA は環境に必要なこれらのアクセス
権限を自動的に検出することも、実行ロールにアクセス権限を追加することもできません。

実行ロールには、次の 2 つの方法で権限を追加できます。

• 実行ロールの JSON ポリシーをインラインで変更します。このページのサンプル JSON ポリシードキュ
メントを使用して、IAM コンソールの実行ロールの JSON ポリシーを追加または置き換えることができ
ます。

• AWSサービスの JSON ポリシーを作成し、それを実行ロールにアタッチします。このページのステップ
を使用して、AWSサービスの新しい JSON ポリシードキュメントを IAM コンソールの実行ロールに関
連付けることができます。
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新規ロールの作成

実行ロールが既に環境に関連付けられていると仮定すると、Amazon MWAA は追加されたアクセス権限ポ
リシーをすぐに使用し始めることができます。つまり、実行ロールから必要な権限を削除すると、DAG が
失敗する可能性があるということです。

新しい実行ロールを関連付ける方法
環境の実行ロールはいつでも変更できます。新しい実行ロールがまだ環境に関連付けられていない場合
は、このページの手順を使用して新しい実行ロールポリシーを作成し、そのロールを環境に関連付けま
す。

新規ロールの作成
デフォルトでは、Amazon MWAA AWSはユーザーに代わってデータ暗号化用の所有キーと実行ロールを作
成します。環境を作成するときに Amazon MWAA コンソールでデフォルトオプションを選択できます。次
のイメージは、環境の実行ロールを作成するデフォルトオプションを示しています。

実行ロールポリシーの表示と更新
Amazon MWAA コンソールで環境の実行ロールを表示し、IAM コンソールでそのロールの JSON ポリシー
を更新できます。

実行ロールのポリシーを更新するには

1. Amazon MWAA コンソールで [環境] ページを開きます。
2. 環境を選択してください。
3. 権限ペインで実行ロールを選択し、IAM の権限ページを開きます。
4. 実行ロールの名前を選択し、権限ポリシーを開きます。
5. [Edit policy] (ポリシーの編集) を選択します。
6. [JSON] タブを選択します。
7. JSON ポリシーを更新してください。
8. [ポリシーの確認] を選択します。
9. [変更の保存] を選択します。

JSONAWS ポリシーをアタッチして他のサービスを使用する
AWSサービスの JSON ポリシーを作成し、それを実行ロールにアタッチできます。例えば、次の JSON 
ポリシーをアタッチして、のすべてのリソースへの読み取り専用アクセスを付与できますAWS Secrets 
Manager。

{ 
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   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "secretsmanager:GetResourcePolicy", 
            "secretsmanager:GetSecretValue", 
            "secretsmanager:DescribeSecret", 
            "secretsmanager:ListSecretVersionIds" 
         ], 
         "Resource":[ 
            "*" 
         ] 
      } 
   ]
}

実行ロールにポリシーをアタッチするには

1. Amazon MWAA コンソールで [環境] ページを開きます。
2. 環境を選択してください。
3. 権限ペインで実行ロールを選択します。
4. [ポリシーのアタッチ] を選択します。
5. [Create policy] を選択します。
6. [JSON] を選択します。
7. JSON ポリシーを貼り付けます。
8. [次へ:タグ]、[次へ:レビュー] を選択します。
9. ポリシーのわかりやすい名前 (などSecretsManagerReadPolicy) と説明を入力します。
10. [ポリシーの作成] を選択します。

Amazon S3 バケットに対するアクセス権限の付与
PutPublicAccessBlockAmazon S3 オペレーションを使用して、アカウント内のすべてのバケットへの
アクセスをブロックしたい場合があります。アカウント内のすべてのバケットへのアクセスをブロックす
る場合、s3:GetAccountPublicAccessBlock環境実行ロールはそのアクションを権限ポリシーに含め
る必要があります。

次の例は、アカウント内のすべての Amazon S3 バケットへのアクセスをブロックするときに実行ロール
にアタッチする必要があるポリシーを示しています。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
     { 
       "Effect": "Allow", 
       "Action": "s3:GetAccountPublicAccessBlock", 
       "Resource": "*" 
     } 
  ]
}

Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「Amazon S3 imple Storage Service ユーザーガイドの
「Amazon S3 imple Storage Cloudへのパブリックアクセスのブロック」を参照してください。
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Apache エアフロー接続を使用する
また、Apache Airflow 接続を作成して、実行ロールとその ARN を Apache Airflow 接続オブジェクトに指
定することもできます。詳細については、Apache Airflow への接続を管理する (p. 78) を参照してくだ
さい。

実行ロールの JSON ポリシーのサンプル
このセクションのサンプル権限ポリシーでは、既存の実行ロールに使用されているアクセス権限ポリシー
を置き換えたり、新しい実行ロールを作成して環境で使用したりできる 2 つのポリシーを示しています。
これらのポリシーには、Apache Airflow ロググループ、Amazon S3 バケット、Amazon (p. 17) MWAA 環
境用のリソース (p. 30) ARN プレースホルダーが含まれています。

サンプルポリシーをコピーし、サンプルの ARN またはプレースホルダーを置き換えてから、JSON ポリ
シーを使用して実行ロールを作成または更新することをお勧めします。たとえば、{your-region}に置
き換えますus-east-1。

カスタマーマネージドキーのサンプルポリシー
次の例は、カスタマー管理キーに使用できる実行ロールポリシーを示しています。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "airflow:PublishMetrics", 
            "Resource": "arn:aws:airflow:{your-region}:{your-account-id}:environment/{your-
environment-name}" 
        }, 
        {  
            "Effect": "Deny", 
            "Action": "s3:ListAllMyBuckets", 
            "Resource": "*" 
        },  
        {  
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [  
                "s3:GetObject*", 
                "s3:GetBucket*", 
                "s3:List*" 
            ], 
            "Resource": [ 
                 "arn:aws:s3:::{your-s3-bucket-name}", 
                 "arn:aws:s3:::{your-s3-bucket-name}/*"
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:CreateLogStream", 
                "logs:CreateLogGroup", 
                "logs:PutLogEvents", 
                "logs:GetLogEvents", 
                "logs:GetLogRecord", 
                "logs:GetLogGroupFields", 
                "logs:GetQueryResults" 
            ], 
            "Resource": [ 
                 "arn:aws:logs:{your-region}:{your-account-id}:log-group:airflow-{your-
environment-name}-*"
            ] 
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        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:DescribeLogGroups" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetAccountPublicAccessBlock" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "cloudwatch:PutMetricData", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sqs:ChangeMessageVisibility", 
                "sqs:DeleteMessage", 
                "sqs:GetQueueAttributes", 
                "sqs:GetQueueUrl", 
                "sqs:ReceiveMessage", 
                "sqs:SendMessage" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:sqs:{your-region}:*:airflow-celery-*"
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kms:Decrypt", 
                "kms:DescribeKey", 
                "kms:GenerateDataKey*", 
                "kms:Encrypt" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:kms:{your-region}:{your-account-id}:key/{your-kms-cmk-
id}", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "kms:ViaService": [ 
                         "sqs.{your-region}.amazonaws.com", 
                         "s3.{your-region}.amazonaws.com"
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

次に、ユーザーに代わってアクションを実行するには、Amazon MWAA がこのロールを引き受ける
ことを許可する必要があります。これを行うには、IAM"airflow.amazonaws.com""airflow-
env.amazonaws.com" コンソールを使用してこの実行ロールの信頼済みエンティティのリストにサービ
スプリンシパルを追加するか、または IAM create-role コマンドを使用して、これらのサービスプリンシパ
ルをこの実行ロールの役割引き受けポリシー文書に追加しますAWS CLI。ロール引き受けポリシーのサン
プルは以下にあります。
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{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
      { 
        "Effect": "Allow", 
        "Principal": { 
            "Service": ["airflow.amazonaws.com","airflow-env.amazonaws.com"] 
        }, 
        "Action": "sts:AssumeRole" 
      } 
   ]
}

次に、次の JSON ポリシーをカスタマー管理キーに添付します。このポリシーで
は、kms:EncryptionContext条件key prefix を使用して、 CloudWatch ログ内の Apache Airflow ロググ
ループへのアクセスを許可します。

{ 
    "Sid": "Allow logs access", 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
        "Service": "logs.{your-region}.amazonaws.com" 
    }, 
    "Action": [ 
        "kms:Encrypt*", 
        "kms:Decrypt*", 
        "kms:ReEncrypt*", 
        "kms:GenerateDataKey*", 
        "kms:Describe*" 
    ], 
    "Resource": "*", 
    "Condition": { 
        "ArnLike": { 
             "kms:EncryptionContext:aws:logs:arn": "arn:aws:logs:{your-region}:{your-
account-id}:*"
        } 
    }
}

AWS所有鍵のサンプルポリシー
次の例は、AWS所有キーに使用できる実行ロールポリシーを示しています。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "airflow:PublishMetrics", 
            "Resource": "arn:aws:airflow:{your-region}:{your-account-id}:environment/{your-
environment-name}"
        }, 
        {  
            "Effect": "Deny", 
            "Action": "s3:ListAllMyBuckets", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        {  
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [  
                "s3:GetObject*", 
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                "s3:GetBucket*", 
                "s3:List*" 
            ], 
            "Resource": [ 
                 "arn:aws:s3:::{your-s3-bucket-name}", 
                 "arn:aws:s3:::{your-s3-bucket-name}/*"
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:CreateLogStream", 
                "logs:CreateLogGroup", 
                "logs:PutLogEvents", 
                "logs:GetLogEvents", 
                "logs:GetLogRecord", 
                "logs:GetLogGroupFields", 
                "logs:GetQueryResults" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:logs:{your-region}:{your-account-id}:log-group:airflow-{your-
environment-name}-*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:DescribeLogGroups" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetAccountPublicAccessBlock" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "cloudwatch:PutMetricData", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sqs:ChangeMessageVisibility", 
                "sqs:DeleteMessage", 
                "sqs:GetQueueAttributes", 
                "sqs:GetQueueUrl", 
                "sqs:ReceiveMessage", 
                "sqs:SendMessage" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:sqs:{your-region}:*:airflow-celery-*"
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kms:Decrypt", 
                "kms:DescribeKey", 
                "kms:GenerateDataKey*", 
                "kms:Encrypt" 
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次のステップ

            ], 
            "NotResource": "arn:aws:kms:*:{your-account-id}:key/*", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "kms:ViaService": [ 
                        "sqs.{your-region}.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

次のステップ
• あなたとあなたの Apache Airflow ユーザーが環境にアクセスするために必要な権限について学んでくだ

さいAmazon MWAA 環境へのアクセス (p. 35)。
• カスタマーマネージドキーの暗号化での使用 (p. 311)　についてはこちら。
• その他の顧客管理ポリシーの例をご覧ください。

サービス間の混乱した代理の防止
混乱した代理問題とは、アクションを実行する許可を持たないエンティティが、より高い特権を持つエン
ティティにそのアクションの実行を強制できるというセキュリティ問題です。AWS では、サービス間で
のなりすましが、混乱した代理問題を生じさせることがあります。サービス間でのなりすましは、1 つの
サービス (呼び出し元サービス) が、別のサービス (呼び出し対象サービス) を呼び出すときに発生する可
能性があります。呼び出し元サービスは、本来ならアクセスすることが許可されるべきではない方法でそ
の許可を使用して、別の顧客のリソースに対する処理を実行するように操作される場合があります。これ
を防ぐために AWS では、顧客のすべてのサービスのデータを保護するのに役立つツールを提供していま
す。これには、アカウントのリソースへのアクセス権が付与されたサービスプリンシパルを使用します。

aws:SourceArnaws:SourceAccount環境の実行ロールでおよびグローバル条件コンテキストキー
を使用して、Amazon MWAA がリソースにアクセスするために別のサービスに付与するアクセス権限
を制限することをお勧めします。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。

混乱した代理問題から保護するための最も効果的な方法は、リソースの完全な ARN を指定しな
がら、aws:SourceArn グローバル条件コンテキストキーを使用することです。リソースの完全
な ARN が不明な場合や、複数のリソースを指定する場合には、グローバルコンテキスト条件キー
aws:SourceArn で、ARN の未知部分を示すためにワイルドカード文字 (*) を使用します。例え
ば、arn:aws:airflow:*:123456789012:environment/*。

の値は、実行ロールを作成している Amazon MWAA 環境 ARNaws:SourceArn でなければなりません。

次の例では、aws:SourceArnaws:SourceAccountおよびグローバル条件コンテキストキーを使用し
て、混乱した代理問題を回避する方法を示します。新しい実行ロールを作成する際、次の信頼ポリシーを
使用できます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
      { 
        "Effect": "Allow", 
        "Principal": { 
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            "Service": ["airflow.amazonaws.com","airflow-env.amazonaws.com"] 
        }, 
        "Action": "sts:AssumeRole", 
        "Condition":{ 
            "ArnLike":{ 
               "aws:SourceArn":"arn:aws:airflow:your-region:123456789012:environment/your-
environment-name" 
            }, 
            "StringEquals":{ 
               "aws:SourceAccount":"123456789012" 
            } 
         } 
      } 
   ]
}

Apache エアフローアクセスモード
Apache Airflow (MWAA) コンソールの Amazon マネージドワークフローには、環境上の Apache Airflow
ウェブサーバーへのプライベートルーティングまたはパブリックルーティングを設定するための組み込
みオプションが含まれています。このガイドでは、Amazon マネージドワークフロー for Apache Airflow 
(MWAA) 環境の Apache Airflow ウェブサーバーで利用できるアクセスモード、およびプライベートネット
ワークオプションを選択した場合に Amazon VPC に設定する必要のある追加リソースについて説明しま
す。

目次
• Apache エアフローアクセスモード (p. 57)

• パブリックネットワーク (p. 57)
• プライベートネットワーク (p. 59)

• アクセスモードの概要 (p. 61)
• パブリックネットワークアクセスモード (p. 61)
• プライベートネットワークアクセスモード (p. 61)

• プライベートアクセスモードとパブリックアクセスモードの設定 (p. 61)
• パブリックネットワークのセットアップ (p. 61)
• プライベートネットワークのセットアップ (p. 62)

• Apache Airflow ウェブサーバーの VPC エンドポイントへのアクセス (プライベートネットワークアク
セス) (p. 62)

Apache エアフローアクセスモード
Apache Airflow Web サーバーのプライベートルーティングまたはパブリックルーティングを選択できま
す。プライベートルーティングを有効にするには、プライベートネットワークを選択します。これによ
り、Apache Airflow ウェブサーバーへのユーザーアクセスは Amazon VPC 内に制限されます。パブリック
ルーティングを有効にするには、[パブリックネットワーク] を選択します。これにより、ユーザーはイン
ターネット経由で Apache Airflow Web サーバーにアクセスできます。

パブリックネットワーク
次のアーキテクチャ図は、パブリックウェブサーバーを備えた Amazon MWAA 環境を示しています。

57



Amazon Managed Workflows for 
Apache Airflow ユーザーガイド

Apache エアフローアクセスモード

パブリックネットワークアクセスモードでは、環境の IAM ポリシーへのアクセスを許可されたユーザーが
インターネット経由で (p. 35) Apache Airflow UI にアクセスできます。

以下の画像は、Amazon MWAA コンソールでパブリックネットワークオプションを確認できる場所を示し
ています。
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プライベートネットワーク
以下のアーキテクチャ図は、プライベートウェブサーバーを備えた Amazon MWAA 環境を示しています。
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プライベートネットワークアクセスモードでは、Apache Airflow UI へのアクセスは、ご使用の環境の IAM 
ポリシーへのアクセスが許可されている (p. 35) Amazon VPC 内のユーザーに制限されます。

プライベート Web サーバーにアクセスできる環境を作成する場合は、すべての依存関係を Python wheel 
archive (.whl) にパッケージ化し、.whlでを参照する必要がありますrequirements.txt。wheel を使
用して依存関係をパッケージ化およびインストールする手順については、「Python wheel を使用した依存
関係の管理 (p. 276)」を参照してください。

以下の画像は、Amazon MWAA コンソールでプライベートネットワークオプションを確認できる場所を示
しています。
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アクセスモードの概要
このセクションでは、パブリックネットワークまたはプライベートネットワークのアクセスモードを選択
したときに Amazon VPC に作成される VPC エンドポイント (AWS PrivateLink) について説明します。

パブリックネットワークアクセスモード
Apache Airflow Web サーバーにパブリックネットワークアクセスモードを選択した場合、ネットワークト
ラフィックはインターネット経由でパブリックにルーティングされます。

• Amazon MWAA は、Amazon Aurora PostgreSQL メタデータデータベース用の VPC インターフェイス
エンドポイントを作成します。エンドポイントは、プライベートサブネットにマッピングされたアベイ
ラビリティーゾーンに作成され、AWS他のアカウントからは独立したものになります。

• 次に、Amazon MWAA はプライベートサブネットの IP アドレスをインターフェイスエンドポイントに
バインドします。これは、Amazon VPC の各アベイラビリティーゾーンから 1 つの IP をバインドする
ベストプラクティスをサポートするように設計されています。

プライベートネットワークアクセスモード
Apache Airflow ウェブサーバーにプライベートネットワークアクセスモードを選択した場合、ネットワー
クトラフィックは Amazon VPC 内でプライベートにルーティングされます。

• Amazon MWAA は、Apache Airflow ウェブサーバー用の VPC インターフェイスエンドポイント
と、Amazon Aurora PostgreSQL メタデータデータベース用のインターフェイスエンドポイントを作成
します。エンドポイントは、プライベートサブネットにマッピングされたアベイラビリティーゾーンに
作成され、AWS他のアカウントとは独立しています。

• 次に、Amazon MWAA はプライベートサブネットの IP アドレスをインターフェイスエンドポイントに
バインドします。これは、Amazon VPC の各アベイラビリティーゾーンから 1 つの IP をバインドする
ベストプラクティスをサポートするように設計されています。

詳細については、the section called “Amazon VPC および Apache Airflow アクセスモードの使用
例” (p. 140) を参照してください。

プライベートアクセスモードとパブリックアクセス
モードの設定
次のセクションでは、環境に合わせて選択した Apache Airflow アクセスモードに基づいて必要となる追加
のセットアップと構成について説明します。

パブリックネットワークのセットアップ
Apache Airflow Web サーバーで「パブリックネットワーク」オプションを選択すると、環境を作成した後
に Apache Airflow UI の使用を開始できます。
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Apache Airflow ウェブサーバーの VPC エンドポイン
トへのアクセス (プライベートネットワークアクセス)

次の手順を実行して、ユーザーのアクセス権と、AWS環境が他のサービスを使用する権限を設定する必要
があります。

1. 権限を追加します。Amazon MWAA には、AWS他のサービスを使用する許可が必要です。環境を作
成すると、Amazon MWAA はサービスにリンクされたロールを作成します。これにより、Amazon 
Elastic (p. 44) Container Registry (Amazon ECR)、 CloudWatch ログ、および Amazon EC2 に対し
て特定の IAM アクションを使用できるようになります。

これらのサービスに追加のアクションを使用する権限を追加したり、AWS実行ロールに権限を追加
して他のサービスを使用したりすることができます。詳細については、Amazon MWAA 実行ロー
ル (p. 48) を参照してください。

2. ユーザーポリシーを作成します。環境と Apache Airflow UI へのアクセスを設定するために、ユーザー
用に複数の IAM ポリシーを作成する必要がある場合があります。詳細については、Amazon MWAA 
環境へのアクセス (p. 35) を参照してください。

プライベートネットワークのセットアップ
Apache Airflow ウェブサーバーでプライベートネットワークオプションを選択した場合は、ユーザーの
アクセス、AWS環境が他のサービスを使用する許可を設定し、コンピューターから Amazon VPC 内のリ
ソースにアクセスするメカニズムを作成する必要があります。

1. 権限を追加します。Amazon MWAA には、AWS他のサービスを使用する許可が必要です。環境を作
成すると、Amazon MWAA はサービスにリンクされたロールを作成します。これにより、Amazon 
Elastic (p. 44) Container Registry (Amazon ECR)、 CloudWatch ログ、および Amazon EC2 に対し
て特定の IAM アクションを使用できるようになります。

これらのサービスに追加のアクションを使用する権限を追加したり、AWS実行ロールに権限を追加
して他のサービスを使用したりすることができます。詳細については、Amazon MWAA 実行ロー
ル (p. 48) を参照してください。

2. ユーザーポリシーを作成します。環境と Apache Airflow UI へのアクセスを設定するために、ユーザー
用に複数の IAM ポリシーを作成する必要がある場合があります。詳細については、Amazon MWAA 
環境へのアクセス (p. 35) を参照してください。

3. ネットワークアクセスを有効にします。Amazon VPC に Apache Airflow ウェブサーバーの VPC エン
ドポイント (AWS PrivateLink) に接続するメカニズムを作成する必要があります。たとえば、を使用
してコンピューターから VPN トンネルを作成しますAWS Client VPN。

Apache Airflow ウェブサーバーの VPC エンドポイン
トへのアクセス (プライベートネットワークアクセス)
プライベートネットワークオプションを選択した場合は、Apache Airflow ウェブサーバーの VPC エンドポ
イント (AWS PrivateLink) にアクセスするためのメカニズムを Amazon VPC に作成する必要があります。
これらのリソースには、Amazon MWAA 環境と同じ Amazon VPC、VPC セキュリティグループ、プライ
ベートサブネットを使用することをお勧めします。

詳細については、「VPC エンドポイントのアクセス管理」を参照してください。
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前提条件

Apache エアフロー UI へのアクセス
Apache Airflow 用の Amazon マネージドワークフロー (MWAA) 環境を作成します。Amazon MWAA コン
ソールを使用して Apache Airflow UI で DAG を表示して呼び出すことも、Amazon MWAA API を使用して
トークンを取得して DAG を呼び出すこともできます。このセクションでは、Apache Airflow UI にアクセ
スするために必要なアクセス権限、コマンドシェルで直接 Amazon MWAA API 呼び出しを行うためのトー
クンを生成する方法、および Apache Airflow CLI でサポートされているコマンドについて説明します。

トピック
• 前提条件 (p. 63)
• エアフロー UI を開く (p. 63)
• Apache エアフローへのログイン (p. 64)
• Apache Airflow ウェブログイントークンの作成 (p. 64)
• Apache エアフロー CLI トークンを作成する (p. 67)
• Apache Airflow (p. 72)

前提条件
次のセクションでは、このセクションのコマンドとスクリプトを使用するために必要な準備手順について
説明します。

アクセス
• AWSの Amazon MWAA アクセス権限ポリシーへのアカウントアクセスAWS Identity and Access 

Management (IAM)Apache Airflow UI アクセスポリシー:AmazonMWAAWebServerAccess (p. 41)
• AWSAmazon MWAA アクセス権限ポリシーへのアカウントアクセスAWS Identity 

and Access Management (IAM)API とコンソールのアクセスに関するすべてのポリ
シー:AmazonMWAAFullApiAccess (p. 39)。

AWS CLI
AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、コマンドラインシェルでコマンドを使用して AWS サービ
スとやり取りするためのオープンソースツールです。このページの手順を完了するには、次のものが必要
です。

• AWS CLI-バージョン 2 をインストールする。
• AWS CLI—によるクイック設定aws configure。

エアフロー UI を開く
以下の画像は、Amazon MWAA コンソールの Apache Airflow UI へのリンクを示しています。
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Apache エアフローへのログイン

Apache エアフローへのログイン
Apache Airflow UI を表示するには、AWS Identity and Access Management (IAM)Apache Airflow UI アクセ
スポリシー:AmazonMWAAWebServerAccess (p. 41)AWS のアカウントの権限が必要です。

Apache Airflow UI にアクセスするには

1. Amazon MWAA コンソールで [環境] ページを開きます。
2. 環境を選択します。
3. 「エアフロー UI を開く」を選択します。

Apache Airflow ウェブログイントークンの作成
このページのコマンドを使用してウェブログイントークンを生成し、Apache Airflow (MWAA) の Amazon 
マネージドワークフロー (MWAA) API 呼び出しをコマンドシェルで直接実行できます。たとえば、トー
クンを取得し、Amazon MWAA API を使用してプログラムで DAG をデプロイできます。次のセクショ
ンでは、を使用して Apache Airflow ウェブログイントークンを作成する手順について説明します。AWS 
CLI、bash スクリプト、POST API リクエスト、または Python スクリプト。レスポンスで返されたトーク
ンは 60 秒間有効です。

目次
• 前提条件 (p. 64)

• アクセス (p. 63)
• AWS CLI (p. 63)

• AWS CLI の使用 (p. 65)
• bash スクリプトを使う (p. 65)
• POST API リクエストの使用 (p. 65)
• Python スクリプトを使用する (p. 66)
• 次のステップ (p. 67)

前提条件
次のセクションでは、このページのコマンドおよびスクリプトを使用するために必要な予備的な手順につ
いて説明します。

アクセス
• AWSアカウントアクセス数AWS Identity and Access Management(IAM) の Amazon MWAA アクセス権

限ポリシーにApache Airflow UI アクセスポリシー:AmazonMWAAWebServerAccess (p. 41)。
• AWSアカウントアクセス数AWS Identity and Access Management(IAM) Amazon 

MWAA アクセス権限ポリシーにAPI とコンソールのアクセスに関するすべてのポリ
シー:AmazonMWAAFullApiAccess (p. 39)。

AWS CLI
AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、コマンドラインシェルでコマンドを使用して AWS サービ
スとやり取りするためのオープンソースツールです。このページの手順を完了するには、以下が必要で
す。

• AWS CLI- バージョン 2 をインストールする。
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AWS CLI の使用

• AWS CLI- 以下を使用したクイック設定aws configure。

AWS CLI の使用
次の例では、を使用します。ウェブログイントークンの作成コマンドのAWS CLIをクリックして Apache 
Airflow ウェブログイントークンを作成します。

aws mwaa create-web-login-token --name YOUR_ENVIRONMENT_NAME

bash スクリプトを使う
次の例では、bash スクリプトを使用して、ウェブログイントークンの作成コマンドのAWS CLIをクリック
して Apache Airflow ウェブログイントークンを作成します。

1. 次のコードサンプルの内容をコピーし、ローカルにとして保存します。get-web-token.sh。

#!/bin/bash
HOST=YOUR_HOST_NAME
YOUR_URL=https://$HOST/aws_mwaa/aws-console-sso?login=true#
WEB_TOKEN=$(aws mwaa create-web-login-token --name YOUR_ENVIRONMENT_NAME --query 
 WebToken --output text)
echo $YOUR_URL$WEB_TOKEN

2. のプレースホルダを置き換えます。redにとってYOUR_HOST_NAMEそし
てYOUR_ENVIRONMENT_NAME。たとえば、パブリックネットワークのホスト名は次のようになります
（https://):

123456a0-0101-2020-9e11-1b159eec9000.c2.us-east-1.airflow.amazonaws.com

3. (オプション) macOS と Linux ユーザーが次のコマンドを実行して、スクリプトが実行可能であること
を確認する必要があります。

chmod +x get-web-token.sh

4. 次のスクリプトを実行して、Web ログイントークンを取得します。

./get-web-token.sh

5. コマンドプロンプトに次のように表示されます。

https://123456a0-0101-2020-9e11-1b159eec9000.c2.us-east-1.airflow.amazonaws.com/
aws_mwaa/aws-console-sso?login=true#{your-web-login-token}

POST API リクエストの使用
次の例では、POST API リクエストを使用して Apache Airflow ウェブログイントークンを作成します。

1. 次の URL をコピーして、REST API クライアントの URL フィールドに貼り付けます。

https://YOUR_HOST_NAME/aws_mwaa/aws-console-sso?login=true#WebToken

2. のプレースホルダを置き換えます。redにとってYOUR_HOST_NAME。たとえば、パブリックネット
ワークのホスト名は次のようになります（https://):
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123456a0-0101-2020-9e11-1b159eec9000.c2.us-east-1.airflow.amazonaws.com

3. 次の JSON をコピーして、REST API クライアントの本文フィールドに貼り付けます。

{ 
  "name": "YOUR_ENVIRONMENT_NAME"
}

4. のプレースホルダを置き換えます。redにとってYOUR_ENVIRONMENT_NAME。
5. 認証フィールドにキーと値のペアを追加します。たとえば、Postman を使用している場合は、AWS署

名をクリックし、次のように入力します。

• AWS_ACCESS_KEY_IDにAccessKey
• AWS_SECRET_ACCESS_KEYにSecretKey

6. 以下のようなレスポンスが表示されます。

{ 
  "webToken": "<Short-lived token generated for enabling access to the Apache Airflow 
 Webserver UI>", 
  "webServerHostname": "<Hostname for the WebServer of the environment>"
}

Python スクリプトを使用する
次の例では、を使用します。boto3 create_web_login_tokenPython スクリプトのメソッドを使用して 
Apache Airflow ウェブログイントークンを作成します。このスクリプトは Amazon MWAA 以外で実行で
きます。必要なことは、boto3 ライブラリをインストールすることです。ライブラリをインストールする
ための仮想環境を作成することもできます。それはあなたが持っていると仮定します設定済みAWS認証情
報アカウント用です。

1. 次のコードサンプルの内容をコピーし、ローカルにとして保存します。create-web-login-
token.py。

import boto3
mwaa = boto3.client('mwaa')
response = mwaa.create_web_login_token( 
    Name="YOUR_ENVIRONMENT_NAME"
)
webServerHostName = response["WebServerHostname"]
webToken = response["WebToken"]
airflowUIUrl = 'https://{0}/aws_mwaa/aws-console-sso?
login=true#{1}'.format(webServerHostName, webToken)
print("Here is your Airflow UI URL: ")
print(airflowUIUrl)

2. のプレースホルダを置き換えます。redにとってYOUR_ENVIRONMENT_NAME。
3. 次のスクリプトを実行して、Web ログイントークンを取得します。

python3 create-web-login-token.py
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次のステップ

次のステップ
• ウェブログイントークンを作成するために使用される Amazon MWAA API オペレーションについ

てWebLoginToken を作成する。

Apache エアフロー CLI トークンを作成する
このページのコマンドを使用して CLI トークンを生成し、Apache Airflow 用 Amazon マネージドワーク
フロー (MWAA) API 呼び出しをコマンドシェルで直接行うことができます。たとえば、トークンを取得
し、Amazon MWAA API を使用してプログラムで DAG をデプロイできます。以下のセクションでは、以
下を使用して Apache Airflow CLI トークンを作成する手順について説明します。AWS CLI、curl スクリプ
ト、Python スクリプト、または bash スクリプト。レスポンスで返されるトークンは60秒間有効です。

Note

-AWS CLIトークンは同期シェルアクションの代替として意図されており、非同期 API コマンドで
はありません。そのため、利用可能な同時実行性は限られています。Webサーバーがユーザーに
対して応答し続けることを保証するために、新しいサーバーを開かないことをお勧めしますAWS 
CLI前のものが正常に完了するまで要求します。

目次
• 前提条件 (p. 67)

• アクセス (p. 63)
• AWS CLI (p. 63)

• AWS CLIの使用 (p. 68)
• curl スクリプトを使う (p. 68)
• bash スクリプトを使う (p. 69)
• Python スクリプトを使用する (p. 70)
• 次のステップ (p. 72)

前提条件
次のセクションでは、このページのコマンドとスクリプトを使用するために必要な準備手順について説明
します。

アクセス
• AWSアカウントアクセスAWS Identity and Access Management(IAM) を Amazon MWAA のアクセス権

限ポリシーに追加するApache Airflow UI アクセスポリシー:AmazonMWAAWebServerAccess (p. 41)。
• AWSアカウントアクセスAWS Identity and Access Management(IAM) を Amazon MWAA 

アクセス権限ポリシーに追加するAPI とコンソールのアクセスに関するすべてのポリ
シー:AmazonMWAAFullApiAccess (p. 39)。

AWS CLI
AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、コマンドラインシェルでコマンドを使用して AWS サービ
スとやり取りするためのオープンソースツールです。このページの手順を完了するには、以下が必要で
す。

• AWS CLI- バージョン 2 をインストールする。
• AWS CLI- 以下を使用したクイック設定aws configure。
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AWS CLIの使用

AWS CLIの使用
次の例ではを使用していますcreate-cli-tokenコマンドのAWS CLIをクリックして、Apache Airflow CLI 
トークンを作成します。

aws mwaa create-cli-token --name YOUR_ENVIRONMENT_NAME

curl スクリプトを使う
次の例では、curl スクリプトを使用してcreate-web-login-tokenコマンドのAWS CLIApache Airflow ウェブ
サーバー上のエンドポイント経由で Apache Airflow CLI を呼び出します。

Apache Airflow v2

1. テキストファイルから curl ステートメントをコピーし、コマンドシェルに貼り付けます。

Note

クリップボードにコピーしたら、[Paste]シェルメニューから選択します。

CLI_JSON=$(aws mwaa --region YOUR_REGION create-cli-token --
name YOUR_ENVIRONMENT_NAME) \ 
  && CLI_TOKEN=$(echo $CLI_JSON | jq -r '.CliToken') \ 
  && WEB_SERVER_HOSTNAME=$(echo $CLI_JSON | jq -r '.WebServerHostname') \ 
  && CLI_RESULTS=$(curl --request POST "https://$WEB_SERVER_HOSTNAME/aws_mwaa/cli" 
 \ 
  --header "Authorization: Bearer $CLI_TOKEN" \ 
  --header "Content-Type: text/plain" \ 
  --data-raw "dags trigger YOUR_DAG_NAME") \ 
  && echo "Output:" \ 
  && echo $CLI_RESULTS | jq -r '.stdout' | base64 --decode \ 
  && echo "Errors:" \ 
  && echo $CLI_RESULTS | jq -r '.stderr' | base64 --decode

2. プレースホルダをYOUR_REGIONとAWSあなたの環境のリージョン、YOUR_DAG_NAME, およ
びYOUR_ENVIRONMENT_NAME。たとえば、パブリックネットワークのホスト名は次のようになり
ます (https://):

123456a0-0101-2020-9e11-1b159eec9000.c2.us-east-1.airflow.amazonaws.com

3. コマンドプロンプトに次のように表示されます。

{ 
  "stderr":"<STDERR of the CLI execution (if any), base64 encoded>", 
  "stdout":"<STDOUT of the CLI execution, base64 encoded>"
}

Apache Airflow v1

1. テキストファイルから cURL ステートメントをコピーし、コマンドシェルに貼り付けます。

Note

クリップボードにコピーしたら、[Paste]シェルメニューから選択します。

CLI_JSON=$(aws mwaa --region YOUR_REGION create-cli-token --
name YOUR_ENVIRONMENT_NAME) \ 
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bash スクリプトを使う

  && CLI_TOKEN=$(echo $CLI_JSON | jq -r '.CliToken') \ 
  && WEB_SERVER_HOSTNAME=$(echo $CLI_JSON | jq -r '.WebServerHostname') \ 
  && CLI_RESULTS=$(curl --request POST "https://$WEB_SERVER_HOSTNAME/aws_mwaa/cli" 
 \ 
  --header "Authorization: Bearer $CLI_TOKEN" \ 
  --header "Content-Type: text/plain" \ 
  --data-raw "trigger_dag YOUR_DAG_NAME") \ 
  && echo "Output:" \ 
  && echo $CLI_RESULTS | jq -r '.stdout' | base64 --decode \ 
  && echo "Errors:" \ 
  && echo $CLI_RESULTS | jq -r '.stderr' | base64 --decode

2. プレースホルダをYOUR_REGIONとAWSあなたの環境のリージョン、YOUR_DAG_NAME, およ
びYOUR_HOST_NAME。たとえば、パブリックネットワークのホスト名は次のようになります 
(https://):

123456a0-0101-2020-9e11-1b159eec9000.c2.us-east-1.airflow.amazonaws.com

3. コマンドプロンプトに次のように表示されます。

{ 
  "stderr":"<STDERR of the CLI execution (if any), base64 encoded>", 
  "stdout":"<STDOUT of the CLI execution, base64 encoded>"
}

4. プレースホルダをYOUR_ENVIRONMENT_NAMEそしてYOUR_DAG_NAME。

bash スクリプトを使う
次の例では、bash スクリプトを使用してcreate-cli-tokenコマンドのAWS CLIをクリックして、Apache 
Airflow CLI トークンを作成します。

Apache Airflow v2

1. 次のコードサンプルの内容をコピーし、次のようにローカルに保存しますget-cli-token.sh。

# brew install jq 
  aws mwaa create-cli-token --name YOUR_ENVIRONMENT_NAME | export CLI_TOKEN=$(jq -
r .CliToken) && curl --request POST "https://YOUR_HOST_NAME/aws_mwaa/cli" \ 
      --header "Authorization: Bearer $CLI_TOKEN" \ 
      --header "Content-Type: text/plain" \ 
      --data-raw "dags trigger YOUR_DAG_NAME" 
   

2. のプレースホルダを置き換えますredにとってYOUR_ENVIRONMENT_NAME,YOUR_HOST_NAME, 
およびYOUR_DAG_NAME。たとえば、パブリックネットワークのホスト名は次のようになります 
(https://):

123456a0-0101-2020-9e11-1b159eec9000.c2.us-east-1.airflow.amazonaws.com

3. (オプション) macOS と Linux ユーザーが次のコマンドを実行して、スクリプトが実行可能である
ことを確認する必要があります。

chmod +x get-cli-token.sh

4. 次のスクリプトを実行して、Apache Airflow CLI トークンを作成します。

./get-cli-token.sh
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Apache Airflow v1

1. 次のコードサンプルの内容をコピーし、次のようにローカルに保存しますget-cli-token.sh。

# brew install jq 
  aws mwaa create-cli-token --name YOUR_ENVIRONMENT_NAME | export CLI_TOKEN=$(jq -
r .CliToken) && curl --request POST "https://YOUR_HOST_NAME/aws_mwaa/cli" \ 
      --header "Authorization: Bearer $CLI_TOKEN" \ 
      --header "Content-Type: text/plain" \ 
      --data-raw "trigger_dag YOUR_DAG_NAME" 
   

2. のプレースホルダを置き換えますredにとってYOUR_ENVIRONMENT_NAME,YOUR_HOST_NAME, 
およびYOUR_DAG_NAME。たとえば、パブリックネットワークのホスト名は次のようになります 
(https://):

123456a0-0101-2020-9e11-1b159eec9000.c2.us-east-1.airflow.amazonaws.com

3. (オプション) macOS と Linux ユーザーが次のコマンドを実行して、スクリプトが実行可能である
ことを確認する必要があります。

chmod +x get-cli-token.sh

4. 次のスクリプトを実行して、Apache Airflow CLI トークンを作成します。

./get-cli-token.sh

Python スクリプトを使用する
次の例ではを使用していますboto3 create_cli_tokenメソッドを使用して、Apache Airflow CLI トークンを
作成し、DAG をトリガーします。このスクリプトは、Amazon MWAA の外部で実行できます。必要なこ
とは、boto3 ライブラリをインストールすることです。ライブラリをインストールする仮想環境を作成す
るとよいでしょう。あなたが持っていることを前提としています設定済みAWS認証情報あなたのアカウン
トのために。

Apache Airflow v2

1. 次のコードサンプルの内容をコピーし、次のようにローカルに保存しますcreate-cli-
token.py。

"""
Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved. 
  
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in
the Software without restriction, including without limitation the rights to
use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of
the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so. 
  
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
"""
import boto3
import json
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import requests  
import base64

mwaa_env_name = 'YOUR_ENVIRONMENT_NAME'
dag_name = 'YOUR_DAG_NAME'
mwaa_cli_command = 'dags trigger'

client = boto3.client('mwaa')

mwaa_cli_token = client.create_cli_token( 
    Name=mwaa_env_name
)

mwaa_auth_token = 'Bearer ' + mwaa_cli_token['CliToken']
mwaa_webserver_hostname = 'https://{0}/aws_mwaa/
cli'.format(mwaa_cli_token['WebServerHostname'])
raw_data = '{0} {1}'.format(mwaa_cli_command, dag_name)

mwaa_response = requests.post( 
        mwaa_webserver_hostname, 
        headers={ 
            'Authorization': mwaa_auth_token, 
            'Content-Type': 'text/plain' 
            }, 
        data=raw_data 
        ) 
         
mwaa_std_err_message = base64.b64decode(mwaa_response.json()
['stderr']).decode('utf8')
mwaa_std_out_message = base64.b64decode(mwaa_response.json()
['stdout']).decode('utf8')

print(mwaa_response.status_code)
print(mwaa_std_err_message)
print(mwaa_std_out_message)

2. プレースホルダをYOUR_ENVIRONMENT_NAMEそしてYOUR_DAG_NAME。
3. 次のスクリプトを実行して、Apache Airflow CLI トークンを作成します。

python3 create-cli-token.py

Apache Airflow v1

1. 次のコードサンプルの内容をコピーし、次のようにローカルに保存しますcreate-cli-
token.py。

import boto3
import json
import requests  
import base64

mwaa_env_name = 'YOUR_ENVIRONMENT_NAME'
dag_name = 'YOUR_DAG_NAME'
mwaa_cli_command = 'trigger_dag'

client = boto3.client('mwaa')

mwaa_cli_token = client.create_cli_token( 
    Name=mwaa_env_name
)

mwaa_auth_token = 'Bearer ' + mwaa_cli_token['CliToken']
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次のステップ

mwaa_webserver_hostname = 'https://{0}/aws_mwaa/
cli'.format(mwaa_cli_token['WebServerHostname'])
raw_data = '{0} {1}'.format(mwaa_cli_command, dag_name)

mwaa_response = requests.post( 
        mwaa_webserver_hostname, 
        headers={ 
            'Authorization': mwaa_auth_token, 
            'Content-Type': 'text/plain' 
            }, 
        data=raw_data 
        ) 
         
mwaa_std_err_message = base64.b64decode(mwaa_response.json()
['stderr']).decode('utf8')
mwaa_std_out_message = base64.b64decode(mwaa_response.json()
['stdout']).decode('utf8')

print(mwaa_response.status_code)
print(mwaa_std_err_message)
print(mwaa_std_out_message)

2. プレースホルダをYOUR_ENVIRONMENT_NAMEそしてYOUR_DAG_NAME。
3. 次のスクリプトを実行して、Apache Airflow CLI トークンを作成します。

python3 create-cli-token.py

次のステップ
• でCLIトークンを作成するために使用される Amazon MWAA API オペレーションを調べ

るCreateCliToken。

Apache Airflow
このページでは、Amazon Managed Workflows Workflows Workflows for Apache Airflow (MWAA) での 
Amazon Managed Workflows Workflows Workflows Workflows for Apache Airflow (MWAA)
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前提条件

前提条件
次のセクションでは、このページのコマンドとスクリプトを使用するために必要な準備手順について説明
します。

アクセス
• AWSの Amazon MWAA アクセス権限ポリシーへのアカウントアクセスAWS Identity and Access 

Management (IAM)Apache Airflow UI アクセスポリシー:AmazonMWAAWebServerAccess (p. 41)
• AWSAmazon MWAAAPI とコンソールのアクセスに関するすべてのポリ

シー:AmazonMWAAFullApiAccess (p. 39) アクセス権限ポリシーへのアカウントアクセスAWS Identity 
and Access Management (IAM)

AWS CLI
AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、コマンドラインシェルでコマンドを使用して AWS サービ
スとやり取りするためのオープンソースツールです。このページの手順を完了するには、以下のものが必
要です。

• AWS CLI-バージョン 2
• AWS CLI—によるクイック設定aws configure。

v2 の変更点
• 新規:エアフロー CLI コマンド構造。Apache Airflow v2 CLI は、関連するコマンドがサブコマンドとし

てグループ化されるように構成されています。つまり、Apache Airflow v2 にアップグレードする場合
は、Apache Airflow v1 スクリプトを更新する必要があります。たとえば、Apacheunpause ではエアフ
ロー v1 が Apache エアフロー v2 になりましたdags unpause。詳細については、Apache エアフロー
リファレンスガイドの「2 での Airflow CLI の変更点」を参照してください。

サポートの CLI コマンド
以下のセクションでは、Amazon MWAA で使用できる Apache Airflow CLI コマンドの一覧を示します。

サポートされているコマンド
Apache Airflow v2

マイナーバージョン コマンド

v1.10. チートシート

v1.10. 接続追加

v1.10. 接続削除

v2.2+ (注 (p. 75)) 日数のバックフィル

v1.10. 日数削除

v2.2+ (注 (p. 75)) 日リスト

v1.10. 日別求人一覧
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サポートの CLI コマンド

マイナーバージョン コマンド

v2.2+ (注 (p. 75)) 1 日リストラン

v2.2+ (注 (p. 75)) 次回実行日数

v1.10. 2 日休止

v1.10. 日報

2.4 + 日数再シリアル化

v1.10. デイズショー

v1.10. デイズステート

v1.10. デイズテスト

v1.10. デイズトリガー

v1.10. 2 日の一時停止解除

2.4 + データベースクリーン

v1.10. プロバイダーの行動

v1.10. プロバイダーは

v1.10. プロバイダーフック

v1.10. プロバイダーリンク

v1.10. プロバイダーリスト

v1.10. プロバイダーウィジェット

v1.10. ロール作成

v1.10. ロールリスト

v1.10. タスククリア

v1.10. タスクが失敗しました-deps

v1.10. タスクリスト

v1.10. タスクレンダー

v1.10. タスク状態

v1.10. タスク states-for-dag-run

v1.10. タスクテスト

v1.10. 変数削除

v1.10. 変数取得

v1.10. 変数セット

v1.10. 変数リスト

v1.10. バージョン
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サポートの CLI コマンド

Apache Airflow v1

マイナーバージョン コマンド

v1.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10. (p. 75)バックフィル

v1.10.10.10. クリア

v1.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10. (p. 75)dag_state

v1.10.10.10. delete_dag

v1.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10. (p. 75)list

v1.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10. (p. 75)list_days

v1.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10. (p. 75)list_tasks

v1.10.10.10. next

v1.10.10.10. 一時停止します

v1.10.10.10. プール

v1.10.10.10. レンダー

v1.10.10.10. 走る

v1.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10. (p. 75)show_dag

v1.10.10.10. task_failed_deps

v1.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10. (p. 75)task_state

v1.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10. (p. 75)テスト

v1.10.10.10. trigger_dag

v1.10.10.10. 一時停止を解除する

v1.10.10.10. 変数

v1.10.10.10. バージョン

DAG を解析するコマンドを使用する
ご使用の環境で Apache Airflow v1.10.12 または v2.0.2 を実行している場合、requirements.txt以下を
介してインストールされたパッケージに依存するプラグインを DAG が使用すると、DAG を解析する CLI 
コマンドが失敗します。

アパッチ・Airflow v1.10.

• dags backfill

• dags list

• dags list-runs

• dags next-execution
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サンプルコード

アpache Airflow v1.10.

• backfill
• list_dag_runs
• list_dags
• list_tasks
• show_dag
• dag_state
• task_state
• test

これらの CLI コマンドは、を介してインストールされたパッケージに依存するプラグインを DAG が使用
しない場合に使用できますrequirements.txt。

サンプルコード
次のセクションには、Apache Airflow CLI を使用するさまざまな方法の例が含まれています。

Apache エアフロー v2 変数を設定、取得、または削除する
次のサンプルコードを使用して、の形式の変数を設定、取得、または削除できます<script> <mwaa 
env name> get | set | delete <variable> <variable value> </variable> </
variable>。

[ $# -eq 0 ] && echo "Usage: $0 MWAA environment name " && exit

if [[ $2 == "" ]]; then 
    dag="variables list"

elif  [ $2 == "get" ] ||  [ $2 == "delete" ] ||  [ $2 == "set" ]; then 
    dag="variables $2 $3 $4 $5"

else 
    echo "Not a valid command" 
    exit 1
fi

CLI_JSON=$(aws mwaa --region $AWS_REGION create-cli-token --name $1) \ 
    && CLI_TOKEN=$(echo $CLI_JSON | jq -r '.CliToken') \ 
    && WEB_SERVER_HOSTNAME=$(echo $CLI_JSON | jq -r '.WebServerHostname') \ 
    && CLI_RESULTS=$(curl --request POST "https://$WEB_SERVER_HOSTNAME/aws_mwaa/cli" \ 
    --header "Authorization: Bearer $CLI_TOKEN" \ 
    --header "Content-Type: text/plain" \ 
    --data-raw "$dag" ) \ 
    && echo "Output:" \ 
    && echo $CLI_RESULTS | jq -r '.stdout' | base64 --decode \ 
    && echo "Errors:" \ 
    && echo $CLI_RESULTS | jq -r '.stderr' | base64 --decode

DAG をトリガーするときに構成を追加
以下のサンプルコードを Apache Airflow v1 と Apache Airflow v2 で使用すると、DAGairflow 
trigger_dag 'dag_name' —conf '{"key":"value"}' をトリガーするときに次のような設定を追
加できます。

import boto3
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サンプルコード

import json
import requests  
import base64

mwaa_env_name = 'YOUR_ENVIRONMENT_NAME'
dag_name = 'YOUR_DAG_NAME'
key = "YOUR_KEY"
value = "YOUR_VALUE"
conf = "{\"" + key + "\":\"" + value + "\"}"

client = boto3.client('mwaa')

mwaa_cli_token = client.create_cli_token( 
  Name=mwaa_env_name
)

mwaa_auth_token = 'Bearer ' + mwaa_cli_token['CliToken']
mwaa_webserver_hostname = 'https://{0}/aws_mwaa/
cli'.format(mwaa_cli_token['WebServerHostname'])
raw_data = "trigger_dag {0} -c '{1}'".format(dag_name, conf)

mwaa_response = requests.post( 
      mwaa_webserver_hostname, 
      headers={ 
          'Authorization': mwaa_auth_token, 
          'Content-Type': 'text/plain' 
          }, 
      data=raw_data 
      ) 
       
mwaa_std_err_message = base64.b64decode(mwaa_response.json()['stderr']).decode('utf8')
mwaa_std_out_message = base64.b64decode(mwaa_response.json()['stdout']).decode('utf8')

print(mwaa_response.status_code)
print(mwaa_std_err_message)
print(mwaa_std_out_message)

要塞ホストへの SSH トンネルで CLI コマンドを実行する
次の例は、Linux 要塞ホストへの SSH トンネルプロキシを使用して Airflow CLI コマンドを実行する方法
を示しています。

curl を使

1.
ssh -D 8080 -f -C -q -N YOUR_USER@YOUR_BASTION_HOST

2.
curl -x socks5h://0:8080 --request POST https://YOUR_HOST_NAME/aws_mwaa/cli --
header YOUR_HEADERS --data-raw YOUR_CLI_COMMAND

GitHub AWSサンプルとチュートリアル
• Amazon Managed Workflows for Apache Airflow v1.10.
• Amazon MWAA の Apache Airflow v1.10.12 をコマンドラインから操作する
• Amazon MWAA の Apache Airflow v1.10.12 と Bash オペレータによるインタラクティブコマンド 

GitHub
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概要

Apache Airflow への接続を管理する
このセクションでは、Amazon Managed Workflows for Apache Airflow for Apache Airflow (MWAA) 環境の
設定方法について説明します。

トピック
• Apache Airflow の変数と接続の概要 (p. 78)
• Amazon MWAA 環境にインストールされた Apache エアフロープロバイダーパッケージ (p. 78)
• 接続タイプの概要 (p. 81)
• AWS Secrets Managerシークレットを使用する Apache Airflow 接続を設定する (p. 84)

Apache Airflow の変数と接続の概要
場合によっては、環境に追加の接続または変数を指定したい場合があります。AWSプロファイル、または 
Apache Airflow メタストアの接続オブジェクトで実行ロールを追加し、DAG 内から接続を参照します。

• セルフマネージド Apache Airflow。自己管理型 Apache Airflow インストールでは、の Apache エアフ
ロー設定オプションairflow.cfg。

[secrets]
backend = airflow.providers.amazon.aws.secrets.secrets_manager.SecretsManagerBackend
backend_kwargs = {"connections_prefix" : "airflow/connections", "variables_prefix" : 
 "airflow/variables"}

• アマゾンMWAAでApache Airflow。Amazon MWAA では、これらの構成設定を次のように追加する必
要があります。Apache エアフローの設定オプション (p. 97)Amazon MWAA コンソールで操作しま
す。Apache Airflow の設定オプションは、環境変数として環境に書き込まれ、同じ設定に対する他のす
べての既存の設定を上書きします。

Amazon MWAA 環境にインストールされた Apache 
エアフロープロバイダーパッケージ

Amazon MWAA は、新しい環境を作成するときに、Apache Airflow v2 以降の接続タイプ用のプロバイダー
エクストラをインストールします。プロバイダーパッケージをインストールすると、Apache Airflow UI で
接続タイプを表示できます。また、requirements.txtこれらのパッケージをファイルの Python 依存
関係として指定する必要がないことも意味します。このページには、Amazon MWAA によってすべての 
Apache Airflow v2 環境用にインストールされた Apache Airflow プロバイダーパッケージが一覧表示されま
す。

Note

Apache Airflow v2 以降では、Amazon MWAA は実行後に Watchtower バージョン 2.0.1 をインス
トールします。これはpip3 install -r requirements.txt、他の Python CloudWatch ライ
ブラリのインストールによってロギングとの互換性が上書きされないようにするためです。

目次
• Apache Airflow v2.5.1 接続のプロバイダー更新 (p. 79)
• Apache エアフロー v2.4.3 接続用のプロバイダーパッケージ (p. 79)
• Apache エアフロー v2.2.2 接続用のプロバイダーパッケージ (p. 80)
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Apache Airflow v2.5.1 接続のプロバイダー更新

• Apache Airflow v2.0.2 接続のプロバイダー更新 (p. 80)
• 新しいプロバイダーパッケージの指定 (p. 80)

Apache Airflow v2.5.1 接続のプロバイダー更新
Apache Airflow v2.5.1 で Amazon MWAA 環境を作成すると、Amazon MWAA は Apache Airflow 接続に使
用される以下のプロバイダーパッケージをインストールします。

Note

apache-airflow-providers-amazonこのプロバイダをアップグレードするには、のサポート
対象の最新バージョンを指定できます。新しいバージョンの指定の詳細については、「」を参照
してくださいthe section called “新しいプロバイダーパッケージの指定” (p. 80)。

接続タイプ パッケージ

AWS 接続 apache-airflow-providers-amazon=7.1.0

Postgggres 接続 apache-airflow-providers-postgres=5.4.0

FTP 接続 apache-airflow-providers-ftp=3.3.0

セロリ接続 apache-airflow-providers-celery=3.1.0

HTTP コネクション apache-airflow-providers-http=4.1.1

IMAP 接続 apache-airflow-providers-imap=3.1.1

一般的な SQL apache-airflow-providers-common-sql==1.3.3

SQLite コネクション apache-airflow-providers-sqlite=3.3.1

Apache エアフロー v2.4.3 接続用のプロバイダーパッ
ケージ
Apache Airflow v2.4.3 で Amazon MWAA 環境を作成すると、Amazon MWAA は Apache Airflow 接続に使
用される以下のプロバイダーパッケージをインストールします。

接続タイプ パッケージ

AWS 接続 apache-airflow-providers-amazon=6.0.0

Postgggres 接続 apache-airflow-providers-postgres=5.2.2

FTP 接続 apache-airflow-providers-ftp=3.1.0

セロリ接続 apache-airflow-providers-celery=3.0.0

HTTP コネクション apache-airflow-providers-http=4.0.0

IMAP 接続 apache-airflow-providers-imap=3.0.0

一般的な SQL apache-airflow-providers-common-sql==1.2.0

SQLite コネクション apache-airflow-providers-sqlite=3.2.1
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Apache エアフロー v2.2.2 接続用のプロバイダーパッケージ

Apache エアフロー v2.2.2 接続用のプロバイダーパッ
ケージ
Apache Airflow v2.2.2 で Amazon MWAA 環境を作成すると、Amazon MWAA は Apache Airflow 接続に使
用される以下のプロバイダーパッケージをインストールします。

接続タイプ パッケージ

AWS 接続 apache-airflow-providers-amazon=2.4.0

Postgggres 接続 apache-airflow-providers-postgres=2.3.0

FTP 接続 apache-airflow-providers-ftp=2.0.1

セロリ接続 apache-airflow-providers-celery=2.1.0

HTTP コネクション apache-airflow-providers-http=2.0.1

IMAP 接続 apache-airflow-providers-imap=2.0.1

SQLite コネクション apache-airflow-providers-sqlite=2.0.1

Apache Airflow v2.0.2 接続のプロバイダー更新
Apache Airflow v2.0.2 で Amazon MWAA 環境を作成すると、Amazon MWAA は Apache Airflow 接続に使
用される以下のプロバイダーパッケージをインストールします。

接続タイプ パッケージ

タブロー接続 apache-airflow-providers-tableau=1.0.0

データブリックス接続 apache-airflow-providers-databricks= 1.0.1

SSH 接続 apache-airflow-providers-ssh=1.3.0

Postgggres 接続 apache-airflow-providers-postgres=1.0.2

Docker 接続 apache-airflow-providers-docker=1.2.0

Oracle 接続 apache-airflow-providers-oracle=1.1.0

Presto Connection apache-airflow-providers-presto=1.0.2

SFTP 接続 apache-airflow-providers-sftp=1.2.0

新しいプロバイダーパッケージの指定
Apache Airflow v2.5.1 以降では、--constraint要件ファイルにステートメントを含める必要がありま
す。制約を指定しない場合、要件に記載されているパッケージが使用している Apache Airflow のバージョ
ンと互換性があることを確認するために、Amazon MWAA が制約を指定します。

Apache Airflow 制約ファイルには、Apache Airflow リリース時点で使用可能なプロバイダーのバージョン
が指定されています。ただし、多くの場合、新しいプロバイダーはそのバージョンの Apache Airflow と互
換性があります。制約を使用する必要があるため、プロバイダパッケージの新しいバージョンを指定する
には、特定のプロバイダバージョンの制約ファイルを変更できます。
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接続タイプ

たとえば、Amazon プロバイダーパッケージバージョン 7.3.0 を Apache Airflow v2.5.1 で使用するには、
次の操作を行います。

1. バージョン固有の制約ファイルを https://raw.githubusercontent.com/apache/airflow/constraints-2.5.1/
constraints-3.10.txt からダウンロードしてください。

2. apache-airflow-providers-amazon7.3.0制約ファイル内のバージョンをに変更します。
3. 変更した制約ファイルを Amazon MWAA 環境の Amazon S3 dags フォルダに、たとえば次のように

保存します。constraints-3.10-mod.txt
4. 次に示すように、要件を指定します。

--constraint "/usr/local/airflow/dags/constraints-3.10-mod.txt"

apache-airflow-providers-amazon==7.3.0

Note

プライベートウェブサーバーを使用している場合は、Amazon MWAA ローカルランナーを
使用して、必要なライブラリを WHL ファイルとしてパッケージ化することをお勧めしま
す (p. 276)。

接続タイプの概要
Apache エアフローは接続を接続 URI 文字列として保存します。Apache Airflow UI に接続テンプレートを
提供して、接続タイプに関係なく接続 URI 文字列を生成します。接続テンプレートが Apache Airflow UI 
で使用できない場合は、HTTP 接続テンプレートを使用するなど、別の接続テンプレートを使用してこの
接続 URI 文字列を生成できます。主な違いは URI プレフィックス (など) でmy-conn-type://、Apache 
Airflow プロバイダーは通常、接続時にこれを無視します。このページでは、Apache Airflow UI の接続テン
プレートをさまざまな接続タイプで相互に使用する方法について説明します。

Warning

Amazon MWAA aws_defaultの接続を上書きしないでください。Amazon MWAA は、この接続
を使用して、タスクログの収集など、さまざまな重要なタスクを実行します。この接続を上書き
すると、データが失われ、環境の可用性が損なわれる可能性があります。

トピック
• 接続 URI 文字列の例 (p. 81)
• 接続テンプレート例 (p. 81)
• JDBC 接続に HTTP 接続テンプレートを使用する例 (p. 82)

接続 URI 文字列の例
次の例は、MySQL 接続タイプの接続 URI 文字列を示しています。

'mysql://288888a0-50a0-888-9a88-1a111aaa0000.a1.us-east-1.airflow.amazonaws.com
%2Fhome?role_arn=arn%3Aaws%3Aiam%3A%3A001122332255%3Arole%2Fservice-role%2FAmazonMWAA-
MyAirflowEnvironment-iAaaaA&region_name=us-east-1'

接続テンプレート例
次の例は、Apache Airflow UI の HTTP 接続テンプレートを示します。
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JDBC 接続に HTTP 接続テンプレートを使用する例

Apache Airflow v2

次の例は、Apache エアフロー UI の Apache Airflow v2 の HTTP 接続テンプレートを示しています。

Apache Airflow v1

次の例は、Apache エアフロー UI の Apache Airflow v1 の HTTP 接続テンプレートを示しています。

JDBC 接続に HTTP 接続テンプレートを使用する例
次の例は、Apache Airflow v2.0.2 の Jdbc 接続タイプに HTTP 接続テンプレートを使用する方法
と、Apache Airflow UI の Apache Airflow v1.10.12 の Jdbc 接続テンプレートで同じ値を使用する方法を示
しています。

Apache Airflow v2

次の例は、このセクションの例で Apache Airflow によって生成された接続 URI 文字列を示していま
す。
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JDBC 接続に HTTP 接続テンプレートを使用する例

http://myconnectionurl/some/path&login=mylogin&extra__jdbc__dry__path=usr/local/
airflow/dags/classpath/redshif-jdbc42-2.0.0.1.jar&extra__jdbc__dry__clsname=redshift-
jdbc42-2.0.0.1

次の例は、Apache Airflow UI で Apache Airflow v2 の JDBC 接続用の HTTP 接続テンプレートを使用
する方法を示しています。

Apache Airflow v1

次の例は、このセクションの例で Apache Airflow によって生成された接続 URI 文字列を示していま
す。

jdbc://myconnectionurl/some/path&login=mylogin&extra__jdbc__dry__path=usr/local/
airflow/dags/classpath/redshif-jdbc42-2.0.0.1.jar&extra__jdbc__dry__clsname=redshift-
jdbc42-2.0.0.1

次の例は、Apache Airflow UI の Apache Airflow v1.10.12 の JDBC 接続テンプレートを示していま
す。
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AWS Secrets Managerシークレットを使用する 
Apache Airflow 接続を設定する

AWS Secrets ManagerApache Airflow 用の Amazon マネージドワークフロー (MWAA) 環境でサポート
されている代替の Apache Airflow バックエンドです。このガイドでは、Apache Airflow 変数とApache 
Airflow 接続のシークレットを、Apache Airflow 用の Amazon マネージドワークフロー (MWAA) で安全に
保管する方法について説明します。AWS Secrets Manager

Note

• 作成したシークレットに対して料金が発生します。Secrets Manager の料金の詳細について
は、「AWS価格設定」を参照してください。

目次
• ステップ 1: Amazon MWAA に、シークレットSecrets Manager のシークレットキーにアクセスする権

限を付与する (p. 85)
• ステップ 2: Secrets Manager のバックエンドを Apache Airflow 設定オプションとして作成す

る (p. 85)
• ステップ 3: ApacheAWS エアフロー接続 URI 文字列を生成する (p. 86)
• ステップ 4: Secrets Manager に変数を追加する (p. 88)
• ステップ 5: Secrets Manager に接続を追加する (p. 89)
• サンプルコード (p. 90)
• リソース (p. 90)
• 次のステップ (p. 90)
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ステップ 1: Amazon MWAA に、シーク
レットSecrets Manager のシークレッ
トキーにアクセスする権限を付与するステップ 1: Amazon MWAA に、シークレットSecrets 

Manager のシークレットキーにアクセスする権限を付
与する
Amazon MWAA 環境の実行ロールには (p. 48)、のシークレットキーへの読み取りアクセス権が必要です
AWS Secrets Manager。次の IAM ポリシーでは、AWSSecretsManagerReadWrite管理ポリシーを使用し
て読み取り/書き込みアクセスを許可します。

ポリシーを実行ロールにアタッチする

1. Amazon MWAA コンソールで [環境] ページを開きます。
2. 環境を選択してください。
3. 権限ペインで実行ロールを選択します。
4. [Attach policies] (ポリシーの添付) を選択します。
5. [Filter policies] (フィルターポリシー) テキストフィールドに SecretsManagerReadWrite をタイ

プ。
6. [ポリシーのアタッチ] を選択します。

AWS管理された権限ポリシーを使用したくない場合は、環境の実行ロールを直接更新して、Secrets 
Manager リソースへの任意のレベルのアクセスを許可できます。たとえば、次のポリシーステートメント
では、Secrets Secrets ManagerAWS の特定のリージョンで作成したすべてのシークレットへの読み取り
アクセス権が付与されます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "secretsmanager:GetResourcePolicy", 
                "secretsmanager:GetSecretValue", 
                "secretsmanager:DescribeSecret", 
                "secretsmanager:ListSecretVersionIds" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:012345678910:secret:*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "secretsmanager:ListSecrets", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

ステップ 2: Secrets Manager のバックエンドを 
Apache Airflow 設定オプションとして作成する
次のセクションでは、Amazon MWAAAWS Secrets Manager コンソールでバックエンド用の Apache 
Airflow 設定オプションを作成する方法について説明します。で同じ名前の構成設定を使用している場合
はairflow.cfg、次の手順で作成した構成が優先され、構成設定が上書きされます。

1. Amazon MWAA コンソールで [環境] ページを開きます。
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ステップ 3: ApacheAWS エアフ
ロー接続 URI 文字列を生成する

2. 環境を選択してください。
3. [編集] を選択します。
4. [Next] (次へ) を選択します。
5. Airflow 設定オプションペインで「カスタム設定の追加」 を選択します。次のキーバリューのペアを追

加します。

a. secrets.backend:
airflow.providers.amazon.aws.secrets.secrets_manager.SecretsManagerBackend

b. secrets.backend_kwargs:{"connections_prefix" : "airflow/connections", 
"variables_prefix" : "airflow/variables"} これにより、Apache Airflowairflow/
connections/*airflow/variables/* が接続文字列と変数をおよびパスで検索するように設
定されます。

ルックアップパターンを使用すると、Amazon MWAA がユーザーに代わって Secrets Manager に
対して行う API 呼び出しの数を減らすことができます。検索パターンを指定しない場合、Apache 
Airflow は設定されたバックエンドのすべての接続と変数を検索します。パターンを指定する
ことで、Apache Airflow で表示される可能性のあるパスを絞り込むことができます。これによ
り、Amazon MWAA でSecrets Manager を使用する際のコストが削減されます。

検索パターンを指定するに
は、connections_lookup_patternvariables_lookup_patternおよびパラメータを指定
します。 RegEx これらのパラメータは文字列を入力として受け入れます。たとえば、で始まる
シークレットを検索するにはtest、次のように入力しますsecrets.backend_kwargs。

{ 
  "connections_prefix": "airflow/connections", 
  "connections_lookup_pattern": "^test", 
  "variables_prefix" : "airflow/variables", 
  "variables_lookup_pattern": "^test"
}

Note

connections_lookup_patternおよびを使用するに
はvariables_lookup_pattern、apache-airflow-providers-amazonバージョ
ン 7.3.0 以降をインストールする必要があります。のプロバイダパッケージを新しい
バージョンに更新する方法の詳細については、を参照してくださいthe section called “新
しいプロバイダーパッケージの指定” (p. 80)。

6. [Save] (保存) を選択します。

ステップ 3: ApacheAWS エアフロー接続 URI 文字列
を生成する
接続文字列を作成するには、キーボードの「Tab」キーを使用して Connection オブジェクト内のキーと値
のペアをインデントします。また、extraシェルセッションでオブジェクトの変数を作成することをお勧
めします。以下のセクションでは、Apache Airflow または Python スクリプトを使用して Amazon MWAA 
環境用の Apache エアフロー接続 URI 文字列を生成する手順を順を追って説明します。

Apache Airflow CLI

次のシェルセッションでは、ローカルの Airflow CLI を使用して接続文字列を生成します。CLI がイン
ストールされていない場合は、Python スクリプトを使用することをお勧めします。

1. Python シェルセッションを開きます。
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ステップ 3: ApacheAWS エアフ
ロー接続 URI 文字列を生成する

python3

2. 次のコマンドを入力します。

>>> import json

3. 次のコマンドを入力します。

>>> from airflow.models.connection import Connection

4. extraシェルセッションでオブジェクトの変数を作成します。YOUR_EXECUTION_ROLE_ARN ##
########## ARN に置き換え、YOUR_REGION のリージョン (などus-east-1) を代入します。

>>> extra=json.dumps({'role_arn': 'YOUR_EXECUTION_ROLE_ARN', 'region_name': 
 'YOUR_REGION'}) 
                         

5. 接続オブジェクトを作成します。myconnのサンプル値を Apache エアフロー接続の名前に置き換
えます。

>>> myconn = Connection(

6. キーボードの「Tab」キーを使用して、接続オブジェクト内の次のキーと値のペアをそれぞれイ
ンデントします。##############。

a. AWS接続タイプを指定してください:

... conn_id='aws',

b. Apache エアフローデータベースオプションを指定します。

... conn_type='mysql',

c. Amazon MWAA の Apache エアフロー UI の URL を指定してください:

... host='288888a0-50a0-888-9a88-1a111aaa0000.a1.us-
east-1.airflow.amazonaws.com/home',

d. Amazon MWAAAWS にログインするためのアクセスキー ID (ユーザー名) を指定します。

... login='YOUR_AWS_ACCESS_KEY_ID',

e. Amazon MWAAAWS にログインするためのシークレットアクセスキー (パスワード) を指定
します。

... password='YOUR_AWS_SECRET_ACCESS_KEY',

f. extraシェルセッション変数を指定します。

... extra=extra

g. 接続オブジェクトを閉じます。

... )

7. 接続 URI 文字列を出力します。
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ステップ 4: Secrets Manager に変数を追加する

>>> myconn.get_uri()

レスポンスに接続URI文字列が表示されるはずです。

'mysql://288888a0-50a0-888-9a88-1a111aaa0000.a1.us-east-1.airflow.amazonaws.com
%2Fhome?role_arn=arn%3Aaws%3Aiam%3A%3A001122332255%3Arole%2Fservice-role
%2FAmazonMWAA-MyAirflowEnvironment-iAaaaA&region_name=us-east-1'

Python script

次の Python スクリプトは Apache エアフロー CLI を必要としません。

1. 次のコードサンプルの内容をコピーし、mwaa_connection.pyローカルで保存します。

import urllib.parse

conn_type = 'YOUR_DB_OPTION'
host = 'YOUR_MWAA_AIRFLOW_UI_URL'
port = 'YOUR_PORT'
login = 'YOUR_AWS_ACCESS_KEY_ID'
password = 'YOUR_AWS_SECRET_ACCESS_KEY'
role_arn = urllib.parse.quote_plus('YOUR_EXECUTION_ROLE_ARN')
region_name = 'YOUR_REGION'

conn_string = '{0}://{1}:{2}@{3}:{4}?
role_arn={5}&region_name={6}'.format(conn_type, login, password, host, port, 
 role_arn, region_name)
print(conn_string)

2. ####################。
3. 次のスクリプトを実行して、接続文字列を作成します。

python3 mwaa_connection.py

ステップ 4: Secrets Manager に変数を追加する
次のセクションでは、SecreSecrets Manager で変数のシークレットを作成する方法について説明します。

シークレットを作成する

1. AWS Secrets Manager コンソールを開きます。
2. [Store a new secret] (新しいシークレットの保存) を選択します。
3. 他の種類のシークレットを選択してください。
4. [このシークレットペインに保存するキーと値のペアを指定] で、[プレーンテキスト] を選択します。
5. 変数値を次の形式でプレーンテキストとして追加します。

"YOUR_VARIABLE_VALUE"

たとえば、整数を指定するには:

14
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ステップ 5: Secrets Manager に接続を追加する

たとえば、文字列を指定するには:

"mystring"

6. [暗号化キー] では、AWS KMSドロップダウンリストからキーオプションを選択します。
7. 「シークレット名」のテキストフィールドに、次の形式で名前を入力します。

airflow/variables/YOUR_VARIABLE_NAME

例:

airflow/variables/test-variable

8. [Next] (次へ) を選択します。
9. [シークレットの設定] ページの [シークレット名と説明] ペインで、次の操作を行います。

a. [シークレット名] に、シークレットの名前を入力します。
b. (オプション) [Description] (説明) で、シークレットの説明を入力します。

[Next] (次へ) を選択します。
10. [ローテーションの設定-オプション] では、デフォルトのオプションのままにして [次へ] を選択しま

す。
11. 追加する変数がある場合は、Secrets Manager で上記のステップを繰り返します。
12. レビューページでシークレットを確認して、「ストア」を選択します。

ステップ 5: Secrets Manager に接続を追加する
次のセクションでは、SecreSecrets Manager で接続文字列URIのシークレットを作成する方法について説
明します。

シークレットを作成する

1. AWS Secrets Manager コンソールを開きます。
2. [Store a new secret] (新しいシークレットの保存) を選択します。
3. 他の種類のシークレットを選択してください。
4. [このシークレットペインに保存するキーと値のペアを指定] で、[プレーンテキスト] を選択します。
5. 接続 URI 文字列を次の形式でプレーンテキストとして追加します。

YOUR_CONNECTION_URI_STRING

例:

mysql://288888a0-50a0-888-9a88-1a111aaa0000.a1.us-east-1.airflow.amazonaws.com
%2Fhome?role_arn=arn%3Aaws%3Aiam%3A%3A001122332255%3Arole%2Fservice-role%2FAmazonMWAA-
MyAirflowEnvironment-iAaaaA&region_name=us-east-1

Warning

Apache エアフローは、接続文字列の各値を解析します。一重引用符や二重引用符は使用しな
いでください。使用すると、接続が 1 つの文字列として解析されてしまいます。
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サンプルコード

6. [暗号化キー] では、AWS KMSドロップダウンリストからキーオプションを選択します。
7. 「シークレット名」のテキストフィールドに、次の形式で名前を入力します。

airflow/connections/YOUR_CONNECTION_NAME

例:

airflow/connections/myconn

8. [Next] (次へ) を選択します。
9. [シークレットの設定] ページの [シークレット名と説明] ペインで、次の操作を行います。

a. [シークレット名] に、シークレットの名前を入力します。
b. (オプション) [Description] (説明) で、シークレットの説明を入力します。

[Next] (次へ) を選択します。
10. [ローテーションの設定-オプション] では、デフォルトのオプションのままにして [次へ] を選択しま

す。
11. 追加する変数がある場合は、Secrets Manager で上記のステップを繰り返します。
12. レビューページでシークレットを確認して、「ストア」を選択します。

サンプルコード
• このページのサンプルコードを使用して、Apache Airflow 接続 (myconn) のシークレットキーを使用す

る方法を学んでくださいでの秘密鍵の使用AWS Secrets ManagerApache エアフロー接続用 (p. 208)。
• このページの Apache Airflow 変数 (test-variable) のシークレットキーの使用方法については、にあ

るサンプルコードを参照してくださいでの秘密鍵の使用AWS Secrets ManagerApache エアフロー変数
用 (p. 206)。

リソース
• コンソールとを使用して Secrets Manager シークレットを設定する方法の詳細についてはAWS 

CLI、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。
• Python スクリプトを使用して、「Apache Airflow 接続と変数をに移動」の「Secrets Manager」に大量

の Apache AirflowAWS Secrets Manager 変数と接続を移行します。

次のステップ
• Apache Airflow UI にアクセスするためのトークンを生成する方法については、で説明しますApache エ

アフロー UI へのアクセス (p. 63)。
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環境クラスの設定

アマゾン MWAA 環境の管理
Amazon Managed Workflows for Apache Airflow (MWAA) コンソールには、Apache Airflow UI へのプ
ライベートまたはパブリックアクセスを設定するためのオプションが組み込まれています。また、環
境サイズやワーカーをスケーリングするタイミングを設定する組み込みオプションや、通常はでしか
アクセスできない Apache Airflow 設定を上書きできる Apache Airflow 設定オプションも含まれていま
すairflow.cfg。このガイドでは、Amazon MWAA コンソールでこれらの設定を使用する方法について
説明します。

トピック
• Amazon MWAA 環境クラスの設定 (p. 91)
• Amazon MWAA 自動スケーリングの設定 (p. 93)
• Amazon MWAA での Apache エアフロー設定オプションの使用 (p. 97)
• Amazon MWAA でのスタートアップスクリプトの使用 (p. 105)

Amazon MWAA 環境クラスの設定
Amazon MWAA 環境用に選択した環境クラスによって、Celery ExecutorAWSAWS Fargate を実行する
マネージドコンテナのサイズと、Apache AirflowAWS スケジューラがタスクインスタンスを作成するマ
ネージド Amazon Aurora PostgreSQL メタデータデータベースのサイズが決まります。このページで
は、Amazon MWAA の各環境クラスと、Amazon MWAA コンソールで環境クラスを更新する手順につい
て説明します。

[Sections] (セクション)
• 環境クラス (p. 91)
• 環境機能 (p. 92)
• エアフロースケジューラー (p. 93)

環境クラス
以下の画像は、Amazon MWAA コンソールで環境クラスを更新できる場所を示しています。
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環境機能

Apache Airflow v2

Apache Airflow v1

環境機能
次のセクションには、各環境クラスのデフォルトの並行Apache Airflowタスク、ランダムアクセスメモリ 
(RAM)、および仮想集中処理装置 (vCPUs) が含まれています。記載されている同時実行タスクは、タスク
の同時実行が環境内の Apache Airflow Worker キャパシティを超えないことを前提としています。
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エアフロースケジューラー

mw1.small

• 5 つの同時タスク (デフォルト)
• 1 vCPUs
• 2 GB RAM

mw1.medium

• 10 個の同時タスク (デフォルト)
• 2 vCPU
• 4 GB RAM

mw1.large

• 20 個の同時タスク (デフォルト)
• 4 vCPUs
• 8 GB RAM

celery.worker_autoscaleを使用して、作業者あたりのタスクを増やすことができます。詳細につい
ては、the section called “高性能ユースケースの例” (p. 95) を参照してください。

エアフロースケジューラー
次のセクションには、Amazon MWAA コンソールで使用できる Apache エアフロースケジューラのオプ
ションが含まれています。

Apache Airflow v2

• v2-2 からまでの間を受け入れます5。デフォルトは 2 です。

Apache Airflow v1

• v1-受け入れます1。

Amazon MWAA 自動スケーリングの設定
自動スケーリングメカニズムは、Amazon Managed Workflow for Apache Airflow (MWAA) 環境で実行
中のタスクやキューに入っているタスクに応じて Apache Airflow ワーカーの数を自動的に増やし、
キューに入っているタスクや実行中のタスクがなくなると、余分なワーカーを廃棄します。このページで
は、Amazon MWAA コンソールを使用して環境で実行される Apache Airflow ワーカーの最大数を指定して
自動スケーリングを設定する方法について説明します。

Note

Amazon MWAA は、Apache Airflow メトリックスを使用して Celery Executor ワーカーを追加
で必要とするタイミングを判断し、必要に応じて Fargate ワーカーの数を、max-workersで指
定された値まで増やします。その数値がゼロになると、Amazon MWAA は追加のワーカーを削
除し、min-workersその値までダウンスケールします。詳細については、次の「」the section 
called “使用方法” (p. 94) セクションを参照してください。
ダウンスケーリングが発生すると、新しいタスクをスケジュールすることができます。さらに、
削除するように設定されているワーカーは、ワーカーコンテナが削除される前にそれらのタスク
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最大ワーカー数

を引き継ぐことができます。この期間は、Apache Airflow メトリクスの送信にかかる時間、タス
クがゼロの定常状態を検出するまでの時間、Fargate ワーカーの削除にかかる時間など、さまざ
まな要因の組み合わせにより、2 分から 5 分かかることがあります。
Amazon MWAA の負荷が持続する期間と、その後に負荷がない期間が続く場合は、この制限の影
響を受けません。ただし、高使用率が繰り返される非常に断続的なワークロードがあり、その後
約5分間タスクがゼロになると、ダウンスケールされたワーカーで実行されているタスクが削除さ
れ、失敗としてマークされると、この問題の影響を受ける可能性があります。この制限の影響を
受ける場合は、次のいずれかを実行することをお勧めします。

• min-workers平均的なワークロードを満たすのに十分な容量に設定してください。このパター
ンが 24 時間の大半にわたって続く場合は、自動スケーリングの価値が限られるため、推奨され
ます。max-workers

• 不要なダウンスケーリングを防ぐために、1 つの DAG 内の少なくとも 1 つのタスク (a
DateTimeSensorなど) がこの間欠的に実行されていることを確認してください。

[Sections] (セクション)
• 最大ワーカー数 (p. 94)
• 使用方法 (p. 94)
• Amazon MWAA コンソールを使用する (p. 95)
• 高性能ユースケースの例 (p. 95)
• 実行状態でスタックしているトラブルシューティングタスク (p. 97)
• 次のステップ (p. 97)

最大ワーカー数
以下の画像は、Amazon MWAA コンソールで自動スケーリングを設定するために最大ワーカー数をカスタ
マイズできる場所を示しています。

使用方法
Amazon MWAARunningTasksQueuedTasks の用途とメトリクス (p. 294)。ここで、(実行中のタスク 
+ キューに入っているタスク)/(ワーカーあたりのタスク (p. 92)) = (必要なワーカー)。必要なワーカー
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Amazon MWAA コンソールを使用する

数が現在のワーカー数よりも多い場合、Amazon MWAA は Fargate ワーカーコンテナをその値に、max-
workersで指定された最大値まで追加します。

RunningTasksQueuedTasksとメトリクスの合計が 2 分間ゼロになると、Amazon MWAA は 
Fargatemin-workers にワーカー数を環境の値に設定するよう要求します。Amazon MWAA は Fargate 
に 120stopTimeout 秒という値を提供します。これは現時点で利用可能な最大時間で、ワーカーですべ
ての作業を完了できます。この時間が過ぎると、コンテナは削除され、進行中の残りの作業はすべて削
除されます。ほとんどの場合、これはキューにタスクがないときに発生しますが、このページの前のセク
ションで説明した特定の条件下では (p. 93)、ダウンスケーリングが行われている間にタスクがキューに
入れられることがあります。

環境を作成すると、Amazon MWAA は AWS 管理の Amazon Aurora PostgreSQL メタデータデータベース
と、異なるアベイラビリティーゾーンの 2 つのプライベートサブネットのそれぞれに Fargate コンテナを
作成します。たとえば、リージョンのメタデータデータベースとコンテナ、us-east-1aおよびメタデー
タデータベースとコンテナ、us-east-1bus-east-1およびリージョンのアベイラビリティーゾーンにあ
るメタデータデータベースとコンテナ。

• Amazon MWAA 環境の Apache Airflow ワーカーは、Celery Executor を使用してキューに入れ、Apache 
Airflow プラットフォームから複数の Celery ワーカーにタスクを配信します。CeleryAWS Fargate エグ
ゼキュータはコンテナ内で実行されます。あるアベイラビリティーゾーンの Fargate コンテナに障害
が発生すると、Amazon MWAA は別のアベイラビリティーゾーンの別のコンテナに切り替えて Celery 
Executor を実行し、Apache Airflow スケジューラーは Amazon Aurora PostgreSQL メタデータデータ
ベースに新しいタスクインスタンスを作成します。

• デフォルトでは、Amazon MWAA は数百のタスクをparallel (in) 実行し、ワーカーを同時に 
(incore.parallelism) 実行するように環境を設定します。core.dag_concurrencyタスクがキュー
に入れられると、Amazon MWAA は、最大ワーカー数で定義した数に達するまで、需要に合わせてワー
カーを追加します。

• たとえば、という値を指定した場合10、Amazon MWAA は需要を満たすために最大 9 人のワーカーを
追加します。この自動スケーリングメカニズムは、実行するタスクがなくなるまで、追加のワーカーを
実行し続けます。実行中のタスクがもうなく、キューにもそれ以上ない場合、Amazon MWAA は、ワー
カーを破棄して、数分か

Amazon MWAA コンソールを使用する
Amazon MWAA コンソールで、環境上で同時に実行できるワーカーの最大数を選択できます。デフォルト
では、最大値を 25 まで指定できます。

ワーカー数を設定するには

1. Amazon MWAA コンソールで [環境] ページを開きます。
2. 環境を選択してください。
3. [編集] を選択します。
4. [Next] (次へ) を選択します。
5. [環境クラス] ペインで、[最大ワーカー数] に値を入力します。
6. [Save] (保存) を選択します。

Note

数分か、数分か、数分か

高性能ユースケースの例
次のセクションでは、ある環境で高いパフォーマンスと並列処理を実現するために使用できる構成の種類
について説明します。
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高性能ユースケースの例

オンプレミスの Apache エアフロー
通常、オンプレミスの Apache Airflow プラットフォームでは、タスク並列処理、自動スケーリン
グ、airflow.cfgおよび同時実行設定をファイルで構成します。

• core.parallelism— 環境全体で同時に実行できるタスクインスタンスの最大数。
• core.dag_concurrency— DAG の最大同時実行数 (ワーカー以外)。
• celery.worker_autoscale— 任意のワーカーで同時に実行できるタスクの最大数と最小数。

たとえば、100をに設定しcore.dag_concurrency、をに設定しても7、DAG が 2 つある場合
は、14同時に実行できるタスクは合計数だけです。core.parallelismつまり、全体の並列処理
が (incore.dag_concurrency) に設定されていても、各 DAG は 7 つのタスクのみを同時に100
(incore.parallelism) 実行するように設定されています。

Amazon MWAA 環境で
Amazon MWAA 環境では、、、および最大ワーカーカウント自動スケーリングメカニズムを使用し
てAmazon MWAA での Apache エアフロー設定オプションの使用 (p. 97) Amazon MWAA コン
ソールでこれらの設定を直接設定できます。Amazon MWAA 環境クラスの設定 (p. 91)Amazon 
MWAA コンソールの Apache Airflow 設定オプションとしてドロップダウンリストには表示されません
がcore.dag_concurrency、カスタム Apache Airflow 設定オプションとして追加できます (p. 97)。

環境を作成したときに、次の設定を選択したとします。

1. mw1.small 環境クラスは (p. 91)、各ワーカーがデフォルトで実行できる同時タスクの最大数とコン
テナの vCPU を制御します。

2. [10最大ワーカー数] の [ワーカー] のデフォルト設定。
3. 5,5ワーカーごとのタスク数の celery.worker_autoscaleApache Airflow 設定オプショ

ン (p. 97)。

つまり、環境内で 50 のタスクを同時に実行できます。50 を超えるタスクはキューに入れられ、実行中の
タスクが完了するまで待機します。

より多くの同時タスクを実行する。以下の構成を使用して、より多くのタスクを同時に実行するように環
境を変更できます。

1. 環境クラスmw1.medium (p. 91) (デフォルトでは 10 個の同時タスク) を選択して、各ワーカーがデ
フォルトで実行できる同時タスクの最大数を増やし、コンテナの vCPU を増やします。

2. Apachecelery.worker_autoscale エアフロー設定オプションとして追加します (p. 97)。
3. 最大ワーカー数を増やします。この例では、10最大ワーカー数をからに増やすと、20環境で実行でき

る同時タスクの数が2倍になります。

最低作業者数を指定します。AWS Command Line Interface(AWS CLI) を使用して、環境で実行される 
Apache Airflow ワーカーの最小数と最大数を指定することもできます。例:

aws mwaa update-environment --max-workers 10 --min-workers 10 --name YOUR_ENVIRONMENT_NAME

詳細については、の update-environment コマンドを参照してくださいAWS CLI。

96

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/mwaa/update-environment.html


Amazon Managed Workflows for 
Apache Airflow ユーザーガイド

実行状態でスタックしているトラブルシューティングタスク

実行状態でスタックしているトラブルシューティング
タスク
まれに、Apache Airflow がまだ実行中のタスクがあると見なす場合があります。この問題を解決するに
は、Apache Airflow UI で未処理タスクをクリアする必要があります。詳細については、タスクが詰まった
か、完了していないのが見える (p. 340)トラブルシューティングトピックを参照してください。

次のステップ
• 環境のパフォーマンスを調整するために推奨されるベストプラクティスについて詳しく学んでくださ

いAmazon MWAA での Apache エアフローのパフォーマンスチューニング (p. 259)。

Amazon MWAA での Apache エアフロー設定オプ
ションの使用

Apache Airflow 用の Amazon マネージドワークフロー (MWAA) 環境に、Apache Airflow 用の Amazon 
マネージドワークフロー (MWAA) 環境を作成します。推奨されるドロップダウンリストから選択する
か、Amazon MWAA コンソールで Apache Airflow バージョン用のカスタム設定オプションを指定できま
す。このページでは、使用できる Apache Airflow 設定オプションと、これらのオプションを使用して環境
の Apache Airflow 設定を上書きする方法について説明します。

目次
• 前提条件 (p. 97)
• 使用方法 (p. 98)
• 設定オプションを使用して Apache Airflow v2 でプラグインをロードする (p. 98)
• の設定オプションの概要 (p. 98)

• Apache エアフロー設定オプション (p. 98)
• Apache Airflow リファレンス (p. 99)
• Amazon MWAA コンソールの使用 (p. 99)

• 設定リファレンス (p. 99)
• E メールの設定 (p. 99)
• タスク構成 (p. 101)
• スケジューラー設定 (p. 102)
• ワーカー構成 (p. 102)
• ウェブサーバーの構成 (p. 103)

• 例とサンプルコード (p. 104)
• DAG の例 (p. 104)
• メール通知設定の例 (p. 99)

• 次のステップ (p. 105)

前提条件
このページのステップを完了する前に、以下の準備が必要です。

• 権限 —AWS アカウントには、ご使用の環境の Amazon MWAAFullConsoleAccess (p. 37) アクセスコ
ントロールポリシーへのアクセス権が管理者から付与されている必要があります。さらに、Amazon 
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使用方法

MWAA 環境には、AWS環境が使用するリソースへのアクセスを実行ロールから許可されている必要が
あります (p. 48)。

• アクセス — 依存関係を Web サーバーに直接インストールするためにパブリックリポジトリへのアク
セスが必要な場合は、環境をパブリックネットワーク Web サーバーアクセスで設定する必要がありま
す。詳細については、「the section called “Apache エアフローアクセスモード” (p. 57)」を参照してくだ
さい。

• Amazon S3 設定 — DAG、カスタムプラグインplugins.zip、Python 依存関係の保存に使用する
Amazon S3 バケットは (p. 17)、パブリックアクセスがブロックされ、requirements.txtバージョニ
ングが有効に設定されている必要があります。

使用方法
環境を作成すると、Amazon MWAA は Amazon MWAA コンソールの Airflow 設定オプションで指定し
た設定を、AWS Fargate環境変数として環境のコンテナにアタッチします。で同じ名前の設定を使用
している場合はairflow.cfg、Amazon MWAA コンソールで指定したオプションの値が上書きされま
すairflow.cfg。

Amazon MWAA 環境のairflow.cfg Apache Airflow UI には公開していませんが、Apache Airflow 設定
オプションを Amazon MWAA コンソールで直接変更して、の他のすべての設定を引き続き使用できま
すairflow.cfg。

設定オプションを使用して Apache Airflow v2 でプラ
グインをロードする
Apache Airflow v2 のデフォルトでは、プラグインは設定を使用して「遅
延」core.lazy_load_plugins : True ロードされるように設定されています。Apache Airflow v2 で
カスタムプラグインを使用している場合は、Apache Airflowcore.lazy_load_plugins : False 設定
オプションとして、各 Airflow プロセスの開始時にプラグインをロードしてデフォルト設定を上書きするよ
うに追加する必要があります。

の設定オプションの概要
Amazon MWAA コンソールに設定を追加すると、Amazon MWAA はその設定を環境変数として書き込み
ます。

• オプションが一覧表示されています。ドロップダウンリストで、お使いの Apache Airflow バージョンで
使用可能な構成設定のいずれかを選択できます。たとえば、dag_concurrency:16。構成設定は、環境
の Fargate コンテナに次のように変換されます。AIRFLOW__CORE__DAG_CONCURRENCY : 16

• カスタムオプション。また、使用している Apache Airflow のバージョンには表示されてい
ない Airflow 設定オプションをドロップダウンリストで指定することもできます。たとえ
ば、foo.user:YOUR_USER_NAME。構成設定は、環境の Fargate コンテナに次のように変換されま
す。AIRFLOW__FOO__USER : YOUR_USER_NAME

Apache エアフロー設定オプション
以下の画像は、Amazon MWAA コンソールで Apache Airflow 設定オプションをカスタマイズできる場所を
示しています。
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設定リファレンス

Apache Airflow リファレンス
Apache Airflow がサポートする設定オプションのリストについては、Apache Airflow リファレンスガイド
の「設定リファレンス」を参照してください。Amazon MWAA で実行している Apache Airflow のバージョ
ンのオプションを表示するには、ドロップダウンリストからバージョンを選択します。

Amazon MWAA コンソールの使用
以下の手順は、環境に Airflow の設定オプションを追加するステップを説明します。

1. Amazon MWAA コンソールで [環境] ページを開きます。
2. 環境を選択してください。
3. [編集] を選択します。
4. [Next] (次へ) を選択します。
5. Airflow 設定オプションペインで「カスタム設定の追加」 を選択します。
6. ドロップダウンリストから設定を選択して値を入力するか、カスタム設定を入力して値を入力しま

す。
7. 追加する構成ごとに [カスタム構成を追加] を選択します。
8. [Save] (保存) を選択します。

設定リファレンス
次のセクションには、Amazon MWAA コンソールのドロップダウンリストで使用可能な Apache Airflow 設
定のリストが含まれています。

E メールの設定
次のリストは、Amazon MWAA で使用できる Airflow E メール通知設定オプションを示しています。

SMTP トラフィックにはポート 587 を使用することをお勧めします。デフォルトでは、Amazon EC2 イン
スタンスのポート 25 でアウトバウンド SMTPAWS トラフィックがブロックされます。アウトバウンドト
ラフィックをポート 25 で送信する場合は、この制限の解除をリクエストできます。

Apache Airflow v2

エアフローバージョン エアフローの設定オプ
ション

説明 値の例

v2 email.email_backend email_backend の電子
メール通知に使用され
る Apache エアフロー
ユーティリティ。

airflow.utils.email.send_email_smtp

99

https://airflow.apache.org/docs/apache-airflow/stable/configurations-ref.html
https://airflow.apache.org/docs/apache-airflow/stable/configurations-ref.html
https://console.aws.amazon.com/mwaa/home#/environments
http://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/ec2-port-25-throttle/
https://airflow.apache.org/docs/apache-airflow/2.0.2/configurations-ref.html#email-backend


Amazon Managed Workflows for 
Apache Airflow ユーザーガイド

設定リファレンス

エアフローバージョン エアフローの設定オプ
ション

説明 値の例

v2 smtp.smtp smtp_host の電子メー
ルアドレスに使用さ
れる送信サーバーの名
前。

localhost

v2 smtp.smtp_starttls トランスポート層
セキュリティ (TLS) 
は、smtp_starttls のイ
ンターネット経由の電
子メールの暗号化に使
用されます。

False

v2 smtp.smtp_ssl セキュア・ソケッ
ト・レイヤー (SSL) 
は、smtp_ssl のサー
バーと電子メールクラ
イアントを接続するた
めに使用されます。

True

v2 smtp.smtp SMTP_port でサーバ
に指定されたトラン
スミッション・コント
ロール・プロトコル 
(TCP) でポートです。

587

v2 smtp.smtp_mail_from smtp_mail_from にあ
るアウトバウンド電子
メールアドレスです。

myemail@domain.com

Apache Airflow v1

エアフローバージョン エアフローの設定オプ
ション

説明 値の例

v1 email.email_backend email_backend の電子
メール通知に使用され
る Apache エアフロー
ユーティリティ。

airflow.utils.email.send_email_smtp

v1 smtp.smtp smtp_host の電子メー
ルアドレスに使用さ
れる送信サーバーの名
前。

localhost

v1 smtp.smtp_starttls トランスポート層
セキュリティ (TLS) 
は、smtp_starttls のイ
ンターネット経由の電
子メールの暗号化に使
用されます。

False

v1 smtp.smtp_ssl セキュア・ソケッ
ト・レイヤー (SSL) 
は、smtp_ssl のサー

True
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エアフローバージョン エアフローの設定オプ
ション

説明 値の例

バーと電子メールクラ
イアントを接続するた
めに使用されます。

v1 smtp.smtp SMTP_port でサーバ
に指定されたトラン
スミッション・コント
ロール・プロトコル 
(TCP) でポートです。

587

v1 smtp.smtp_mail_from smtp_mail_from にあ
るアウトバウンド電子
メールアドレスです。

myemail@domain.com

タスク構成
次のリストは、Amazon MWAA の Airflow タスクのドロップダウンリストで使用できる設定を示していま
す。

Apache Airflow v2

エアフローバージョン エアフローの設定オプ
ション

説明 値の例

v2 core. default_task_リト
ライ回数

default_task_retries に
ある Apache エアフ
ロータスクを再試行す
る回数です。

3

v2 コア. 並列処理 環境全体で同時に実行
できるタスクインスタ
ンスの最大数 (parallel 
処理)。

40

Apache Airflow v1

エアフローバージョン エアフローの設定オプ
ション

説明 値の例

v1 core. default_task_リト
ライ回数

default_task_retries に
ある Apache エアフ
ロータスクを再試行す
る回数です。

3

v1 コア. 並列処理 環境全体で同時に実行
できるタスクインスタ
ンスの最大数 (parallel 
処理)。

40
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スケジューラー設定
次のリストは、Amazon MWAA のドロップダウンリストで使用できる Airflow スケジューラー設定を示し
ています。

Apache Airflow v2

エアフローバージョン エアフローの設定オプ
ション

説明 値の例

v2 スケジューラー。
キャッチアップ・バ
イ・デフォルト

catchup_by_default
の特定の時間間隔に
「catch く」ために 
DAG ランを作成するよ
うにスケジューラーに
指示します。

False

v2 スケジューラ.スケ
ジューラ_ゾンビ_タス
ク_しきい値

タスクインスタンス
を失敗としてマーク
し、scheduler_zombie_task_threshold
でタスクを再スケ
ジュールするかどうか
をスケジューラーに指
示します。

300

Apache Airflow v1

エアフローバージョン エアフローの設定オプ
ション

説明 値の例

v1 スケジューラー。
キャッチアップ・バ
イ・デフォルト

catchup_by_default
の特定の時間間隔に
「catch く」ために 
DAG ランを作成するよ
うにスケジューラーに
指示します。

False

v1 スケジューラ.スケ
ジューラ_ゾンビ_タス
ク_しきい値

タスクインスタンス
を失敗としてマーク
し、scheduler_zombie_task_threshold
でタスクを再スケ
ジュールするかどうか
をスケジューラーに指
示します。

300

ワーカー構成
次のリストは、Amazon MWAA のドロップダウンリストで使用できる Airflow ワーカー設定を示していま
す。
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設定リファレンス

Apache Airflow v2

エアフローバージョン エアフローの設定オプ
ション

説明 値の例

v2 celery.worker_autoscale worker_autoscale の
Celery Executor を
使用するすべての
ワーカーで同時に実
行できるタスクの最
大数と最小数。値は
次の順序でカンマで
区切る必要がありま
す:max_concurrency,min_concurrency.

16,12

Apache Airflow v1

エアフローバージョン エアフローの設定オプ
ション

説明 値の例

v1 celery.worker_autoscale worker_autoscale の
Celery Executor を
使用するすべての
ワーカーで同時に実
行できるタスクの最
大数と最小数。値は
次の順序でカンマで
区切る必要がありま
す:max_concurrency,min_concurrency.

16,12

ウェブサーバーの構成
次のリストは、Amazon MWAA のドロップダウンリストで使用できる Airflow ウェブサーバー設定を示し
ています。

Apache Airflow v2

エアフローバージョン エアフローの設定オプ
ション

説明 値の例

v2 webserver. 
default_ui_timezone

デフォルトの 
Apache エアフロー 
UI の日時設定は
default_ui_timezone に
あります。

Note

default_ui_timezoneオ
プション
を設定して
も、DAG の
実行がスケ

America/New_York
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例とサンプルコード

エアフローバージョン エアフローの設定オプ
ション

説明 値の例

ジュールさ
れているタ
イムゾーン
は変わりませ
ん。DAG の
タイムゾー
ンを変更する
には、カスタ
ムプラグイン
を使用できま
す。詳細につ
いては、「the 
section called 
“DAG のタイ
ムゾーンの変
更” (p. 217)」
を参照してく
ださい。

Apache Airflow v1

エアフローバージョン エアフローの設定オプ
ション

説明 値の例

v1 webserver. 
default_ui_timezone

デフォルトの 
Apache エアフロー 
UI の日時設定は
default_ui_timezone に
あります。

America/New_York

例とサンプルコード
DAG の例
次の DAG を使用してemail_backend Apache Airflow 設定オプションを印刷できます。Amazon MWAA 
イベントに応答して実行するには、Amazon S3 ストレージバケットにある環境の DAG フォルダにコード
をコピーします。

def print_var(**kwargs): 
    email_backend = kwargs['conf'].get(section='email', key='email_backend') 
    print("email_backend") 
    return email_backend
with DAG(dag_id="email_backend_dag", schedule_interval="@once", default_args=default_args, 
 catchup=False) as dag: 
    email_backend_test = PythonOperator( 
        task_id="email_backend_test", 
        python_callable=print_var, 
        provide_context=True      
    )

104

https://airflow.apache.org/docs/apache-airflow/1.10.12/configurations-ref.html#default-ui-timezone
https://airflow.apache.org/docs/apache-airflow/1.10.12/configurations-ref.html#default-ui-timezone


Amazon Managed Workflows for 
Apache Airflow ユーザーガイド

次のステップ

メール通知設定の例
アプリパスワードを使用して Gmail.com のメールアカウントには、以下の Apache Airflow 設定オプション
を使用できます。詳しくは、Gmail ヘルプリファレンスガイドの「アプリパスワードによるログイン」を
ご覧ください。

次のステップ
• での Amazon S3 バケットに DAG フォルダをアップロードする方法について説明しますDAG の追加ま

たは更新するには (p. 112)。

Amazon MWAA でのスタートアップスクリプトの
使用

スタートアップスクリプトは、DAG、要件、プラグインと同様に、環境の Amazon S3 バケットでホスト
するシェル (.sh) スクリプトです。Amazon MWAA は、要件をインストールして Apache Airflow プロセス
を初期化する前に、起動時に各 Apache Airflow コンポーネント (ワーカー、スケジューラー、ウェブサー
バー) でこのスクリプトを実行します。起動スクリプトを使用して次の処理を実行します。

• ランタイムのインストール — ワークフローと接続に必要な Linux ランタイムをインストールします。
• 環境変数の設定 — 各 Apache Airflow コンポーネントの環境変数を設定しま

す。、PATH、PYTHONPATHなどの一般的な変数を上書きしますLD_LIBRARY_PATH。
• キーとトークンの管理 —requirements.txt カスタムリポジトリのアクセストークンをセキュリティ

キーに渡して設定します。

以下のトピックでは、起動スクリプトを設定して Linux ランタイムをインストールする方法、環境変数を
設定する方法、 CloudWatch およびログを使用して関連する問題をトラブルシューティングする方法につ
いて説明します。

トピック
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スタートアップスクリプトの設定

• スタートアップスクリプトの設定 (p. 106)
• スタートアップスクリプトを使用して Linux ランタイムをインストールする (p. 108)
• スタートアップスクリプトを使用して環境変数を設定する (p. 109)

スタートアップスクリプトの設定
既存の Amazon MWAA 環境でスタートアップスクリプトを使用するには、環境の Amazon S3 バケットに
ファイルをアップロードします。.sh次に、スクリプトを環境に関連付けるには、環境の詳細に以下を指
定します。

• スクリプトへの Amazon S3 URL パス — バケットでホストされているスクリプトへの相対パス。
例:s3://mwaa-environment/startup.sh

• スクリプトの Amazon S3 バージョン ID — Amazon S3 バケット内のスタートアップシェルスクリプト
のバージョン。スクリプトを更新するたびに Amazon S3 がファイルに割り当てるバージョン ID を指定
する必要があります。バージョン ID は、Unicode、UTF-8 エンコード、URL 対応の不透明な文字列で、
長さは 1,0243sL4kqtJlcpXroDTDmJ+rmSpXd3dIbrHY+MTRCxf3vjVBH40Nr8X8gdRQBpUMLUo バイ
ト以下です。

このセクションの手順を完了するには、次のサンプルスクリプトを使用します。スクリプトは、割り当
てられた値を出力しますMWAA_AIRFLOW_COMPONENT。この環境変数は、スクリプトが実行される各 
Apache Airflow コンポーネントを識別します。

コードをコピーして、startup.shローカルに保存します。

#!/bin/sh 

echo "Printing Apache Airflow component"
echo $MWAA_AIRFLOW_COMPONENT

次に、スクリプトを Amazon S3 バケットにアップロードします。

AWS Management Console

Shell スクリプトをアップロードするには (コンソール)

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] リストから、環境に関連付けられているバケットの名前を選択します。
3. [オブジェクト] タブで、[アップロード] を選択します。
4. アップロードページで、作成したシェルスクリプトをドラッグアンドドロップします。
5. [Upload] (アップロード) を選択します。

スクリプトがオブジェクトのリストに表示されます。Amazon S3 によって、ファイルの新しいバー
ジョン ID が作成されます。スクリプトを更新し、同じファイル名を使用して再度アップロードする
と、新しいバージョン ID がファイルに割り当てられます。

AWS CLI

シェルスクリプト (CLI) を作成してアップロードするには

1. 新しいコマンドプロンプトを開き、Amazon S3ls コマンドを実行して、環境に関連するバケット
を一覧表示して識別します。
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スタートアップスクリプトの設定

$ aws s3 ls

2. の Shell スクリプトを保存したフォルダに移動します。cp新しいプロンプトウィンドウでを使用
して、スクリプトをバケットにアップロードします。-s3-####################。

$ aws s3 cp startup.sh s3://your-s3-bucket/startup.sh

成功すると、Amazon S3 はオブジェクトへの URL パスを出力します。

upload: ./startup.sh to s3://your-s3-bucket/startup.sh

3. 次のコマンドを使って、スクリプトの最新バージョン ID を取得します。

$ aws s3api list-object-versions --bucket your-s3-bucket --prefix startup --query 
 'Versions[?IsLatest].[VersionId]' --output text

BbdVMmBRjtestta1EsVnbybZp1Wqh1J4

このバージョン ID は、スクリプトを環境に関連付けるときに指定します。

次に、スクリプトを環境に関連付けます。

AWS Management Console

スクリプトを環境に関連付けるには (コンソール)

1. Amazon MWAA コンソールで [環境] ページを開きます。
2. 更新する環境の行を選択し、[編集] を選択します。
3. [詳細を指定] ページの [スタートアップスクリプトファイル-オプション] に、スクリプトの 

Amazon S3 URL を次のように入力しますs3://your-mwaa-bucket/startup-sh.。
4. ドロップダウンリストから最新バージョンを選択するか、「ブラウズ」S3 をクリックしてスクリ

プトを検索します。
5. [次へ] を選択し、[確認して保存] ページに進みます。
6. 変更を確認して、[保存] を選択します。

環境の更新には 10 ～ 30 分かかることがあります。Amazon MWAA は、環境内の各コンポーネント
が再起動すると起動スクリプトを実行します。

AWS CLI

スクリプトを環境 (CLI) に関連付けるには

• コマンドプロンプトを開き、update-environmentを使用してスクリプトの Amazon S3 URL 
とバージョン ID を指定します。

$ aws mwaa update-environment \ 
    --name your-mwaa-environment \ 
    --startup-script-s3-path s3://your-s3-bucket/startup.sh \ 
    --startup-script-s3-object-version BbdVMmBRjtestta1EsVnbybZp1Wqh1J4

成功すると、Amazon MWAA によって環境の Amazon リソースネーム (ARN) が返されます。
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Linux ランタイムのインストール

arn:aws::airflow:us-west-2:123456789012:environment/your-mwaa-environment 

環境の更新には 10 ～ 30 分かかることがあります。Amazon MWAA は、環境内の各コンポーネント
が再起動すると起動スクリプトを実行します。

最後に、ログイベントを取得して、スクリプトが期待どおりに動作していることを確認します。各 
Apache Airflow コンポーネントのロギングを有効にすると、Amazon MWAA は新しいロググループとログ
ストリームを作成します。詳細については、「Apache Airflow ログタイプ (p. 285)」を参照してくださ
い。

AWS Management Console

Apache エアフローログストリームを確認するには (コンソール)

1. Amazon MWAA コンソールで [環境] ページを開きます。
2. 環境を選択してください。
3. 監視ペインで、ログを表示するロググループ（Airflow スケジューラロググループなど）を選択し

ます。
4. CloudWatch コンソールの [ログストリーム] リストから、次のプレフィックスの付いたストリー

ムを選択しますstartup_script_exection_ip。
5. ログイベントペインに、の値を出力するコマンドの出力が表示されま

すMWAA_AIRFLOW_COMPONENT。たとえば、スケジューラーログの場合は、次の操作を行いま
す。

Printing Apache Airflow component
scheduler
Finished running startup script. Execution time: 0.004s.
Running verification
Verification completed

前の手順を繰り返して、ワーカーログと Web サーバーのログを表示できます。

スタートアップスクリプトを使用して Linux ランタイ
ムをインストールする
スタートアップスクリプトを使用して Apache Airflow コンポーネントのオペレーティングシステムを
更新し、ワークフローで使用する追加のランタイムライブラリをインストールします。たとえば、yum 
update次のスクリプトを実行してオペレーティングシステムを更新します。

Note

sudo管理者権限を必要とする操作を実行するために使用します。

#!/bin/sh

echo "Updating operating system"
sudo yum update -y

特定の Apache Airflow コンポーネントにランタイムをインストールするに
は、MWAA_AIRFLOW_COMPONENTiffiおよびおよび条件文を使用します。この例では、1libaio つのコ
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環境変数を設定する

マンドを実行してライブラリをスケジューラーとワーカーにインストールしますが、Web サーバーにはイ
ンストールしません。

Important

プライベート Web サーバーを設定した場合は (p. 61)、インストールのタイムアウトを避けるた
めに、次の条件を使用するか、すべてのインストールファイルをローカルで提供する必要があり
ます。

#!/bin/sh

if [[ "${MWAA_AIRFLOW_COMPONENT}" != "webserver" ]]
then 
     sudo yum -y install libaio
fi

起動スクリプトを使用して Python のバージョンを確認できます。

#!/bin/sh

export PYTHON_VERSION_CHECK=`python -c 'import sys; version=sys.version_info[:3]; 
 print("{0}.{1}.{2}".format(*version))'`
echo "Python version is $PYTHON_VERSION_CHECK"

ただし、このスクリプトを使用して別のバージョンの Python をインストールすることはできませ
ん。Amazon MWAA では、環境の運用に必要な依存関係との互換性を確保するため、Python バージョン
を上書きすることができません。

スタートアップスクリプトを使用して環境変数を設定
する
スタートアップスクリプトを使用して環境変数を設定し、Apache Airflow 設定を変更しま
す。ENVIRONMENT_STAGE以下は新しい変数を定義します。この変数は DAG またはカスタムモジュール
で参照できます。

#!/bin/sh

export ENVIRONMENT_STAGE="development"
echo "$ENVIRONMENT_STAGE"

起動スクリプトを使用して、一般的な Apache Airflow またはシステム変数を上書きします。たとえば、指
定したパスでバイナリを探すように PythonLD_LIBRARY_PATH に指示するように設定します。これによ
り、プラグインを使用してワークフロー用のカスタムバイナリを提供できます。

#!/bin/sh

export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/airflow/plugins/your-custom-binary

予約済み環境変数
Amazon MWAA は一連の重要な環境変数を予約します。予約変数を上書きすると、Amazon MWAA はそ
の変数をデフォルトに戻します。以下は予約変数の一覧です。

• MWAA__AIRFLOW__COMPONENT—、、またはのいずれかの値で Apache Airflow コンポーネントを識別
するために使用されますwebserver。schedulerworker
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環境変数を設定する

• AIRFLOW__WEBSERVER__SECRET_KEY— Apache Airflow ウェブサーバーでセッションクッキーに安全
に署名するために使用されるシークレットキー。

• AIRFLOW__CORE__FERNET_KEY— メタデータデータベースに保存されている機密データ（接続パス
ワードなど）の暗号化と復号化に使用されるキー。

• AIRFLOW_HOME— 設定ファイルと DAG ファイルがローカルに保存されている Apache Airflow ホーム
ディレクトリへのパス。

• AIRFLOW__CELERY__BROKER_URL— Apache Airflow スケジューラと Celery ワーカーノード間の通信
に使用されるメッセージブローカーのURL。

• AIRFLOW__CELERY__RESULT_BACKEND— Celery タスクの結果を保存するために使用されるデータ
ベースの URL。

• AIRFLOW__CORE__EXECUTOR— Apache エアフローが使用すべきエグゼキュータクラス。アマゾン 
MWAA では、これはCeleryExecutor

• AIRFLOW__CORE__LOAD_EXAMPLES— サンプル DAG の読み込みを有効または無効にするために使用
されます。

• SQL_ALCHEMY_CONN— Amazon MWAA に Apache エアフローメタデータを保存するために使用される 
RDS for PostgreSQL データベースの接続文字列。

• AIRFLOW__CORE__SQL_ALCHEMY_CONN— と同じ目的で使用されますがSQL_ALCHEMY_CONN、新しい 
Apache Airflow 命名規則に従っています。

• AIRFLOW__CELERY__DEFAULT_QUEUE— Apache エアフローのセロリタスクのデフォルトキュー。
• AIRFLOW__OPERATORS__DEFAULT_QUEUE— 特定の Apache Airflow オペレータを使用するタスクのデ

フォルトキュー。
• AIRFLOW_VERSION— Amazon MWAA 環境にインストールされている Apache エアフローバージョン。
• AIRFLOW_CONN_AWS_DEFAULT—AWSAWS の他のサービスとの統合に使用されるデフォルトの認証情

報。
• AWS_DEFAULT_REGION—AWSAWS 他のサービスと統合するためにデフォルトの認証情報で使用され

るデフォルトリージョンを設定します。
• AWS_REGION— 定義されている場合、AWS_DEFAULT_REGIONこの環境変数は環境変数とプロファイル

設定 region の値よりも優先されます。
• PYTHONUNBUFFERED—stdoutstderr コンテナログの送信とストリーミングに使用されます。
• AIRFLOW__METRICS__STATSD_ALLOW_LIST— コンマで区切られたプレフィックスの許可リストを設

定して、リストの要素で始まるメトリックを送信するために使用します。
• AIRFLOW__METRICS__STATSD_ON— へのメトリクスの送信を有効にしますStatsD。
• AIRFLOW__METRICS__STATSD_HOST—StatSD デーモンへの接続に使用されます。
• AIRFLOW__METRICS__STATSD_PORT—StatSD デーモンへの接続に使用されます。
• AIRFLOW__METRICS__STATSD_PREFIX—StatSD デーモンへの接続に使用されます。
• AIRFLOW__CELERY__WORKER_AUTOSCALE— 最大および最小同時実行数を設定します。
• AIRFLOW__CORE__DAG_CONCURRENCY— 1 つの DAG でスケジューラーが同時に実行できるタスクイ

ンスタンスの数を設定します。
• AIRFLOW__CORE__MAX_ACTIVE_TASKS_PER_DAG— DAG あたりのアクティブタスクの最大数を設定

します。
• AIRFLOW__CORE__PARALLELISM— 同時に実行できるタスクインスタンスの最大数を定義します。
• AIRFLOW__SCHEDULER__MAX_THREADS— DAG をスケジュールするためにスケジューラーが生成する

スレッドの最大数を設定します。
• AIRFLOW__CELERY_BROKER_TRANSPORT_OPTIONS__VISIBILITY_TIMEOUT— メッセージが別の

ワーカーに再配信される前に、ワーカーがタスクの確認を待つ秒数を定義します。
• AIRFLOW__CELERY_BROKER_TRANSPORT_OPTIONS__REGION— 基盤となる CeleryAWS トランス

ポートのリージョンを設定します。
• AIRFLOW__CELERY_BROKER_TRANSPORT_OPTIONS__PREDEFINED_QUEUES— 基盤となる Celery ト

ランスポートのキューを設定します。
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環境変数を設定する

• AIRFLOW__WEBSERVER__BASE_URL— Apache エアフロー UI をホストするために使用されるウェブ
サーバの URL。

予約されていない環境変数
スタートアップスクリプトを使用して、予約されていない環境変数を上書きできます。これらに共通する
変数の一部を以下に一覧で示します。

• PATH— オペレーティングシステムが実行ファイルとスクリプトを検索するディレクトリのリストを指
定します。コマンドがコマンドラインで実行されると、システムはディレクトリをチェックしてコマン
ドを検索して実行します。PATHApache Airflow でカスタムオペレータやタスクを作成する場合、外部の
スクリプトや実行ファイルを使用しなければならない場合があります。PATHこれらのファイルを含む
ディレクトリが変数で指定されたディレクトリに含まれていない場合、システムがそれらを見つけるこ
とができないときにタスクは実行されません。に適切なディレクトリを追加することでPATH、Apache 
Airflow タスクは必要な実行ファイルを見つけて実行できます。

• PYTHONPATH— Python インタープリターが、インポートされたモジュールやパッケージを検索する
ディレクトリを決定するために使用されます。これは、デフォルトの検索パスに追加できるディレクト
リのリストです。これにより、インタープリターは標準ライブラリに含まれていない、またはシステム
ディレクトリにインストールされていない Python ライブラリを見つけてロードできます。この変数を
使用してモジュールとカスタム Python パッケージを追加し、DAG で使用します。

• LD_LIBRARY_PATH— Linux のダイナミックリンカーとローダーが共有ライブラリを検索してロードす
るために使用する環境変数。共有ライブラリを含むディレクトリのリストを指定します。これらのディ
レクトリは、デフォルトのシステムライブラリディレクトリの前に検索されます。この変数を使用し
て、カスタムバイナリを指定します。

• CLASSPATH— Java ランタイム環境 (JRE) と Java 開発キット (JDK) が使用し、実行時に Java クラ
ス、ライブラリ、およびリソースを検索してロードします。これは、コンパイルされた Java コードを
含むディレクトリ、JAR ファイル、および ZIP アーカイブのリストです。
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Amazon MWAA で DAG を操作する
Apache Airflow (MWAA) 環境の Amazon マネージドワークフロー (MWAA) 環境で有向非循環グラフ 
(DAG) を実行するには、環境にアタッチされた Amazon S3 ストレージバケットにファイルをコピー
し、Amazon MWAA コンソールで DAG およびサポートファイルの場所を Amazon MWAA に知らせま
す。Amazon MWAA は、ワーカー、スケジューラ、およびウェブサーバー間の DAG の同期を処理しま
す。このガイドでは、DAG を追加または更新する方法、およびカスタムプラグインと Python 依存を 
Amazon MWAA 環境にインストールする方法について説明します。

トピックス
• Amazon S3 バケットの概要 (p. 112)
• DAG の追加または更新するには (p. 112)
• カスタムプラグインのインストール (p. 116)
• Python 依存関係のインストール (p. 127)
• Amazon S3 のファイルの削除 (p. 133)

Amazon S3 バケットの概要
Amazon MWAA 環境の Amazon S3 バケットにはブロックパブリックアクセス。デフォルトで
は、Amazon S3 のバケット、オブジェクト、関連サブリソース (例:lifecycle 設定) などのすべてのリソー
スはプライベートです。

• リソース所有者 (AWSバケットを作成したアカウントは、リソースにアクセスできます。リソース所有
者 (例:管理者) は、アクセスコントロールポリシーを記述することで他のユーザーにアクセス許可を付与
することができます。

• DAG、カスタムプラグインを追加するためのアクセス権が付与されている必要があるアクセス制
御ポリシーplugins.zip、および Python の依存関係requirements.txtAmazon S3 バケット
にAmazonMWAAfullConsoleAccess (p. 37)。

Amazon MWAA 環境の Amazon S3 バケットにはバージョニングの有効化。Amazon S3 バケットバージョ
ニングが有効になっている場合、新しいバージョンが作成されるたびに、新しいコピーが作成されます。

• バージョン管理は、のカスタムプラグインに対して有効になっています。plugins.zipとPythonの依
存関係requirements.txtAmazon S3 バケットに。

• のバージョンを指定する必要がありますplugins.zip, およびrequirements.txtAmazon S3 バケッ
トでこれらのファイルが更新されるたびに Amazon MWAA コンソールに表示されます。

DAG の追加または更新するには
有向非循環グラフ (DAG) は、DAG の構造をコードとして定義する Python ファイル内で定義されま
す。、Amazon S3 コンソールを使用してAWS CLI、環境に DAG をアップロードできます。このページで
は、Amazon S3dags バケット内のフォルダを使用して Amazon マネージドワークフロー（MWAA）環境
に Apache Airflow DAG を追加または更新する手順について説明します。

[Sections] (セクション)
• 前提条件 (p. 113)
• 使用方法  (p. 113)
• v2 の変更点 (p. 114)
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前提条件

• Amazon MWAA CLI ユーティリティを使用した DAG のテスト (p. 114)
• Amazon S3 へのDAG コードのアップロード (p. 114)
• Amazon MWAA コンソールで DAG フォルダへのパスを指定する (初めて) (p. 115)
• Apache Airflow UI での変更の表示 (p. 115)
• 次のステップ (p. 115)

前提条件
このページに記載されている手順を完了する前に、以下の準備が必要です。

• 権限 —AWS アカウントには、ご使用の環境の Amazon MWAAFullConsoleAccess (p. 37) アクセスコ
ントロールポリシーへのアクセス権が管理者から付与されている必要があります。さらに、Amazon 
MWAA 環境には、AWS環境が使用するリソースへのアクセスを実行ロールから許可されている必要が
あります (p. 48)。

• アクセス — 依存関係を Web サーバーに直接インストールするためにパブリックリポジトリへのアク
セスが必要な場合は、環境をパブリックネットワーク Web サーバーアクセスで設定する必要がありま
す。詳細については、「the section called “Apache エアフローアクセスモード” (p. 57)」を参照してくだ
さい。

• Amazon S3 設定 — DAG、カスタムプラグインplugins.zip、Python 依存関係の保存に使用する
Amazon S3 バケットは (p. 17)、パブリックアクセスがブロックされ、requirements.txtバージョニ
ングが有効に設定されている必要があります。

使用方法
有向非循環グラフ (DAG) は、DAG の構造をコードとして定義する 1 つの Python ファイル内で定義されま
す。これには以下の構成要素があります。

• DAG の定義。
• DAG の実行方法と実行するタスクを記述する演算子。
• タスクを実行する順序を説明するオペレーターの関係。

Amazon MWAA 環境で Apache Airflow プラットフォームを実行するには、DAGdags 定義をストレージバ
ケットのフォルダにコピーする必要があります。たとえば、ストレージバケットの DAG フォルダーは次
のようになります。

Example DAG フォルダー

dags/
# dag_def.py

Amazon MWAA は、Amazon S3 バケットの新しいオブジェクトや変更されたオブジェクトを 30 
秒ごとに Amazon MWAA/usr/local/airflow/dags スケジューラとワーカーコンテナのフォ
ルダに自動的に同期し、ファイルタイプに関係なく Amazon S3 ソースのファイル階層を維持し
ます。新しい DAG が Apache Airflow UI に表示されるまでにかかる時間は、によって制御されま
すscheduler.dag_dir_list_interval (p. 264)。既存の DAG への変更は、次の DAG 処理ループ
で反映されます (p. 260)。

Note

airflow.cfg構成ファイルを DAG フォルダーに含める必要はありません。Amazon MWAA コン
ソールからデフォルトの Apache エアフロー設定を上書きできます。詳細については、「Amazon 
MWAA での Apache エアフロー設定オプションの使用 (p. 97)」を参照してください。
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v2 の変更点

v2 の変更点
• 新規:オペレータ、フック、エグゼキューター。DAG のインポートステートメント

と Amazon MWAA の aplugins.zip で指定するカスタムプラグインが、Apache 
Airflow v1 と Apache Airflow v2 の間で変更されました。たとえば、Apachefrom 
airflow.contrib.hooks.aws_hook import AwsHook ではエアフロー v1 が Apache エアフロー 
v2from airflow.providers.amazon.aws.hooks.base_aws import AwsBaseHook に変更され
ました。詳細については、『Apache Airflow リファレンスガイド』の「Python API リファレンス」を参
照してください。

Amazon MWAA CLI ユーティリティを使用した DAG 
のテスト
• コマンドラインインターフェイス (CLI) を作成します。Amazon Managed Workflows for Apache Airflow 

(MWAA) を作成します。
• CLI は、Amazon MWAA プロダクションイメージと同様の Docker コンテナイメージをローカルにビル

ドします。これにより、Amazon MWAA にデプロイする前に、ローカルの Apache Airflow 環境を実行し
て DAG、カスタムプラグイン、および依存関係を開発およびテストできます。

• CLI を実行するにはaws-mwaa-local-runner、を参照してください GitHub。

Amazon S3 へのDAG コードのアップロード
Amazon S3 コンソールまたはAWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して、Amazon S3 バケッ
トに DAG コードをアップロードできます。以下の手順では、Amazon S3dags バケット内の名前のフォル
ダに code (.py) をアップロードすることを前提としています。

AWS CLIの使用
AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、コマンドラインシェルでコマンドを使用して AWS サービ
スとやり取りするためのオープンソースツールです。このページに記載されている手順を完了するには、
以下が必要です。

• AWS CLI-バージョン 2 をインストールする。
• AWS CLI—によるクイック設定aws configure。

を使用してアップロードするにはAWS CLI

1. すべての Amazon S3 バケットを一覧表示するには、次のコマンドを使用します。

aws s3 ls

2. 次のコマンドを使用して、環境の Amazon S3 バケット内のファイルとフォルダを一覧表示します。

aws s3 ls s3://YOUR_S3_BUCKET_NAME

3. 次のコマンドは、dag_def.pydagsファイルをフォルダーにアップロードします。

aws s3 cp dag_def.py s3://YOUR_S3_BUCKET_NAME/dags/

dagsという名前のフォルダが Amazon S3 バケットにまだ存在しない場合、dagsこのコマンドはフォ
ルダを作成し、dag_def.py指定されたファイルを新しいフォルダにアップロードします。
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Amazon S3 コンソールの使用
Amazon S3 コンソールは、Amazon S3 バケット内のリソースを作成および管理できるウェブベースの
ユーザーインターフェイスです。以下の手順では、という名前の DAG フォルダーがあることを前提とし
ていますdags。

Amazon S3 コンソールを使用してアップロードするには

1. Amazon MWAA コンソールで [環境] ページを開きます。
2. 環境を選択します。
3. S3 ペインの DAG コードで S3 バケットリンクを選択し、Amazon S3 コンソールでストレージバケッ

トを開きます。
4. dags フォルダを選択します。
5. [Upload] (アップロード) を選択します。
6. [ファイルを追加] を選択します。
7. のローカルコピーを選択しdag_def.py、[アップロード] を選択します。

Amazon MWAA コンソールで DAG フォルダへのパス
を指定する (初めて)
次の手順では、Amazon S3 バケット内のという名前のフォルダへのパスを指定していることを前提として
いますdags。

1. Amazon MWAA コンソールで [環境] ページを開きます。
2. DAG を実行する環境を選択します。
3. [編集] を選択します。
4. Amazon S3 ペインの DAG コードで、DAG フォルダフィールドの横にある [S3 を参照] を選択しま

す。
5. dagsフォルダを選択します。
6. [選択] を選択します。
7. [次へ]、[環境を更新] を選択します。

Apache Airflow UI での変更の表示
Apache エアフローへのログイン
Apache Airflow UI を表示するには、AWS Identity and Access Management (IAM)Apache Airflow UI アクセ
スポリシー:AmazonMWAAWebServerAccess (p. 41)AWS のアカウントの権限が必要です。

Apache Airflow UI にアクセスするには

1. Amazon MWAA コンソールで [環境] ページを開きます。
2. 環境を選択します。
3. 「エアフロー UI を開く」を選択します。

次のステップ
• aws-mwaa-local-runnerオンを使用して、DAG、カスタムプラグイン、Python GitHub の依存関係をロー

カルでテストします。
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カスタムプラグインのインストール
Apache Airflow (MWAA) 用 Amazon マネージドワークフローは、Apache Airflow の組み込みプラグインマ
ネージャーをサポートしており、カスタム Apache Airflow オペレータ、フック、センサー、またはイン
ターフェイスを使用できます。このページでは、インストールの手順を説明しますApache Airflow カスタ
ムプラグインを使用して、Amazon MWAA 環境でplugins.zipファイルを開きます。

目次
• 前提条件 (p. 116)
• 使用方法 (p. 116)
• v2で何が変わったのですか (p. 117)
• カスタムプラグインの概要 (p. 117)

• カスタムプラグインディレクトリとサイズ制限 (p. 117)
• カスタムプラグインの例 (p. 118)

• plugins.zip でフラットなディレクトリ構造を使用する例 (p. 118)
• plugins.zip でネストされたディレクトリ構造を使用する例 (p. 119)

• plugins.zip ファイルの作成 (p. 124)
• ステップ 1: Amazon MWAA CLI ユーティリティを使用してカスタムプラグインをテストす

る (p. 124)
• ステップ 2: plugins.zip ファイルを作成します (p. 124)

• アップロードplugins.zipAmazon S3 へ (p. 125)
• AWS CLIの使用 (p. 125)
• Amazon S3 コンソールの使用 (p. 125)

• 環境にカスタムプラグインをインストールする (p. 126)
• へのパスを指定するplugins.zipAmazon MWAA コンソールで (初めて) (p. 126)
• を指定するplugins.zipAmazon MWAA コンソールのバージョン (p. 126)

• plugins.zip ユースケースの例 (p. 126)
• 次のステップ (p. 127)

前提条件
このページの手順を完了するには、次のものが必要です。

• アクセス許可— きみのAWSアカウントは、管理者によってAmazonMWAAFullConsoleAccess (p. 37)環
境のアクセス制御ポリシー。さらに、お客様の Amazon MWAA 環境は、実行ロール (p. 48)にアクセス
するにはAWS環境によって使用されるリソース。

• へのアクセス— 依存関係をウェブサーバーに直接インストールするためにパブリックリポジトリへのア
クセスが必要な場合、環境はパブリックネットワークウェブサーバーへのアクセス。詳細については、
「the section called “Apache エアフローアクセスモード” (p. 57)」を参照してください。

• Amazon S3 設定—Amazon S3 バケット (p. 17)DAG、カスタムプラグインの保存に使
用plugins.zip、および Python の依存関係requirements.txtと設定する必要がありますパブリッ
クアクセスブロックそしてバージョニングの有効化。

使用方法
環境でカスタムプラグインを実行するには、次の 3 つのことを行う必要があります。

1. の作成plugins.zipファイルをローカルに作成します。
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v2で何が変わったのですか

2. ローカルをアップロードplugins.zipファイルを Amazon S3 バケットに追加します。
3. このファイルのバージョンをプラグインファイルフィールドを Amazon MWAA コンソールに表示しま

す。

Note

今回、アップロードするのが初めての場合は、plugins.zipを Amazon S3 バケットに追加する
には、Amazon MWAA コンソールのファイルへのパスも指定する必要があります。このステップ
を完了する必要があるのは 1 回だけです。

v2で何が変わったのですか
• 新: オペレータ、フック、エグゼキュータ。DAG の import ステートメント、およ

びplugins.zipAmazon MWAAでは、Apacheエアフローv1とApacheエアフローv2の間で変更され
ました。例:from airflow.contrib.hooks.aws_hook import AwsHookApacheではAirflow 
v1がに変更されましたfrom airflow.providers.amazon.aws.hooks.base_aws import 
AwsBaseHookApacheエアフローv2で。詳細については、次を参照してください。Python リファレン
スのApache エアフローリファレンスガイド。

• 新: プラグインのインポート。プラグインに追加されたオペレータ、センサー、フックをインポートす
るairflow.{operators,sensors,hooks}.<plugin_name>のサポートは終了しました。これらの
拡張モジュールは、通常の Python モジュールとしてインポートする必要があります。v2 以降では、そ
れらを DAG ディレクトリに配置し、airflowignoreファイルを使用して、DAG として解析されないよう
に除外します。詳細については、次を参照してください。モジュール管理そしてカスタムオペレータの
作成のApache エアフローリファレンスガイド。

カスタムプラグインの概要
Apache Airflow の組み込みプラグインマネージャーは、ファイルをドロップするだけで、外部機能をコア
に統合できます。$AIRFLOW_HOME/pluginsfolder カスタム Apache Airflow オペレータ、フック、セン
サー、またはインターフェイスを使用できます。次のセクションでは、ローカル開発環境におけるフラッ
トでネストされたディレクトリ構造の例と、plugins.zip 内のディレクトリ構造を決定する import ステート
メントの例を示します。

カスタムプラグインディレクトリとサイズ制限
Apache のエアフロースケジューラーとワーカー起動時にカスタムプラグインを探してAWSで管理されて
いる環境の Fargate コンテナ/usr/local/airflow/plugins/*。

• ディレクトリ構造。ディレクトリ構造 (/*) はお客様のコンテンツに基づいていますplugins.zipファ
イルを開きます。たとえば、もしあなたのplugins.zipには が含まれていますoperatorsディレクト
リを最上位ディレクトリとして指定すると、そのディレクトリは次の場所に展開されます/usr/local/
airflow/plugins/operators環境で。

• サイズ制限。推奨設定plugins.zipファイルが 1 GB 未満です。aのサイズが大きいほ
どplugins.zipファイルの場合、環境での起動時間が長くなります。Amazon MWAA はサイズを制限
しませんがplugins.zipファイルを明示的に指定すると、依存関係が 10 分以内にインストールできな
い場合、Fargate サービスはタイムアウトし、環境を安定した状態にロールバックしようとします。

Note

Apache Airflow v1.10.12 または v2.0.2 を使用する環境では、Amazon MWAA は Apache Airflow 
ウェブサーバー上のアウトバウンドトラフィックを制限し、プラグインや Python 依存関係を
ウェブサーバーに直接インストールすることはできません。Apache Airflow v2.2.2 以降、Amazon 
MWAA はプラグインと依存関係をウェブサーバーに直接インストールできます。
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カスタムプラグインの例
次のセクションでは、Apache エアフローリファレンスガイドローカル開発環境を構築する方法について
説明します。

plugins.zip でフラットなディレクトリ構造を使用する例
Apache Airflow v2

次の例は、plugins.zipApache Airflow v2 用のフラットなディレクトリ構造を持つファイル。

Example フラットディレクトリ PythonVirtualenvOperator plugins.zip

次の例では、plugins.zip ファイルの最上位ツリーを示します。 PythonVirtualenvOperator のカスタム
プラグインApache Airflow 用のカスタムプラグインの作成 PythonVirtualenvOperator (p. 227)。

### virtual_python_plugin.py

Example plugins/virtual_python_plugin.py

次の例は、 PythonVirtualenvOperator カスタムプラグイン。

"""
Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved. 
  
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in
the Software without restriction, including without limitation the rights to
use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of
the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so. 
  
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
"""
from airflow.plugins_manager import AirflowPlugin
import airflow.utils.python_virtualenv  
from typing import List

def _generate_virtualenv_cmd(tmp_dir: str, python_bin: str, system_site_packages: bool) 
 -> List[str]: 
    cmd = ['python3','/usr/local/airflow/.local/lib/python3.7/site-packages/
virtualenv', tmp_dir] 
    if system_site_packages: 
        cmd.append('--system-site-packages') 
    if python_bin is not None: 
        cmd.append(f'--python={python_bin}') 
    return cmd

airflow.utils.python_virtualenv._generate_virtualenv_cmd=_generate_virtualenv_cmd

class VirtualPythonPlugin(AirflowPlugin):                 
    name = 'virtual_python_plugin'

Apache Airflow v1

次の例は、plugins.zipApache Airflow v1 用のフラットなディレクトリ構造を持つファイル。
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カスタムプラグインの例

Example フラットディレクトリ PythonVirtualenvOperator plugins.zip

次の例では、plugins.zip ファイルの最上位ツリーを示します。 PythonVirtualenvOperator のカスタム
プラグインApache Airflow 用のカスタムプラグインの作成 PythonVirtualenvOperator (p. 227)。

### virtual_python_plugin.py

Example plugins/virtual_python_plugin.py

次の例は、 PythonVirtualenvOperator カスタムプラグイン。

from airflow.plugins_manager import AirflowPlugin
from airflow.operators.python_operator import PythonVirtualenvOperator

def _generate_virtualenv_cmd(self, tmp_dir): 
    cmd = ['python3','/usr/local/airflow/.local/lib/python3.7/site-packages/
virtualenv', tmp_dir] 
    if self.system_site_packages: 
        cmd.append('--system-site-packages') 
    if self.python_version is not None: 
        cmd.append('--python=python{}'.format(self.python_version)) 
    return cmd
PythonVirtualenvOperator._generate_virtualenv_cmd=_generate_virtualenv_cmd

class EnvVarPlugin(AirflowPlugin):                 
    name = 'virtual_python_plugin'           

plugins.zip でネストされたディレクトリ構造を使用する例
Apache Airflow v2

次の例は、plugins.zip別のディレクトリを持つファイルhooks,operators、とsensorsApache 
Airflow v2 のディレクトリ。

Example plugins.zip

__init__.py
my_airflow_plugin.py
hooks/
|-- __init__.py
|-- my_airflow_hook.py
operators/
|-- __init__.py
|-- my_airflow_operator.py
|-- hello_operator.py
sensors/
|-- __init__.py
|-- my_airflow_sensor.py

次の例では、DAG の import ステートを示します (DAG フォルダー) は、カスタムプラグインを使用し
ます。

Example dags/your_dag.py

from airflow import DAG
from datetime import datetime, timedelta
from operators.my_airflow_operator import MyOperator
from sensors.my_airflow_sensor import MySensor
from operators.hello_operator import HelloOperator
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カスタムプラグインの例

default_args = { 
 'owner': 'airflow', 
 'depends_on_past': False, 
 'start_date': datetime(2018, 1, 1), 
 'email_on_failure': False, 
 'email_on_retry': False, 
 'retries': 1, 
 'retry_delay': timedelta(minutes=5),
}

with DAG('customdag', 
   max_active_runs=3, 
   schedule_interval='@once', 
   default_args=default_args) as dag: 

 sens = MySensor( 
  task_id='taskA' 
 ) 

 op = MyOperator( 
  task_id='taskB', 
  my_field='some text' 
 ) 

 hello_task = HelloOperator(task_id='sample-task', name='foo_bar') 

 sens >> op >> hello_task

Example plugins/my_airflow_plugin.py

from airflow.plugins_manager import AirflowPlugin
from hooks.my_airflow_hook import *
from operators.my_airflow_operator import * 
                     
class PluginName(AirflowPlugin): 
                     
    name = 'my_airflow_plugin' 
                     
    hooks = [MyHook] 
    operators = [MyOperator] 
    sensors = [MySensor]

次の例は、カスタムプラグインファイルに必要な各 import ステートメントを示しています。

Example hooks/my_airflow_hook.py

from airflow.hooks.base import BaseHook

class MyHook(BaseHook): 

    def my_method(self): 
        print("Hello World")

Example sensors/my_airflow_sensor.py

from airflow.sensors.base import BaseSensorOperator
from airflow.utils.decorators import apply_defaults
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カスタムプラグインの例

class MySensor(BaseSensorOperator): 

    @apply_defaults 
    def __init__(self, 
                 *args, 
                 **kwargs): 
        super(MySensor, self).__init__(*args, **kwargs) 

    def poke(self, context): 
        return True

Example operators/my_airflow_operator.py

from airflow.operators.bash import BaseOperator
from airflow.utils.decorators import apply_defaults
from hooks.my_airflow_hook import MyHook

class MyOperator(BaseOperator): 

    @apply_defaults 
    def __init__(self, 
                 my_field, 
                 *args, 
                 **kwargs): 
        super(MyOperator, self).__init__(*args, **kwargs) 
        self.my_field = my_field 

    def execute(self, context): 
        hook = MyHook('my_conn') 
        hook.my_method()

Example operators/hello_operator.py

from airflow.models.baseoperator import BaseOperator
from airflow.utils.decorators import apply_defaults

class HelloOperator(BaseOperator): 

    @apply_defaults 
    def __init__( 
            self, 
            name: str, 
            **kwargs) -> None: 
        super().__init__(**kwargs) 
        self.name = name 

    def execute(self, context): 
        message = "Hello {}".format(self.name) 
        print(message) 
        return message

「」の手順を行います。Amazon MWAA CLI ユーティリティを使用したカスタムプラグインのテ
スト (p. 124)、そしてそれからplugins.zip ファイルの作成 (p. 124)内容物を圧縮する以内にきみ
のpluginsディレクトリ。例えば、cd pluginsです。

Apache Airflow v1

次の例は、plugins.zip別のディレクトリを持つファイルhooks,operators、とsensorsApache 
Apache Airflow v1.10.12 用ディレクトリ。
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カスタムプラグインの例

Example plugins.zip

__init__.py
my_airflow_plugin.py
hooks/ 
    |-- __init__.py 
    |-- my_airflow_hook.py
operators/ 
    |-- __init__.py 
    |-- my_airflow_operator.py 
    |-- hello_operator.py
sensors/ 
    |-- __init__.py 
    |-- my_airflow_sensor.py

次の例では、DAG の import ステートを示します (DAG フォルダー) は、カスタムプラグインを使用し
ます。

Example dags/your_dag.py

from airflow import DAG
from datetime import datetime, timedelta
from operators.my_operator import MyOperator
from sensors.my_sensor import MySensor
from operators.hello_operator import HelloOperator

default_args = { 
 'owner': 'airflow', 
 'depends_on_past': False, 
 'start_date': datetime(2018, 1, 1), 
 'email_on_failure': False, 
 'email_on_retry': False, 
 'retries': 1, 
 'retry_delay': timedelta(minutes=5),
}

with DAG('customdag', 
   max_active_runs=3, 
   schedule_interval='@once', 
   default_args=default_args) as dag: 

 sens = MySensor( 
  task_id='taskA' 
 ) 

 op = MyOperator( 
  task_id='taskB', 
  my_field='some text' 
 ) 

 hello_task = HelloOperator(task_id='sample-task', name='foo_bar') 

 sens >> op >> hello_task

Example plugins/my_airflow_plugin.py

from airflow.plugins_manager import AirflowPlugin
from hooks.my_airflow_hook import *
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カスタムプラグインの例

from operators.my_airflow_operator import *
from utils.my_utils import * 
                     
class PluginName(AirflowPlugin): 
                     
    name = 'my_airflow_plugin' 
                     
    hooks = [MyHook] 
    operators = [MyOperator] 
    sensors = [MySensor]

次の例は、カスタムプラグインファイルに必要な各 import ステートメントを示しています。

Example hooks/my_airflow_hook.py

from airflow.hooks.base_hook import BaseHook

class MyHook(BaseHook): 

    def my_method(self): 
        print("Hello World")

Example sensors/my_airflow_sensor.py

from airflow.sensors.base_sensor_operator import BaseSensorOperator
from airflow.utils.decorators import apply_defaults

class MySensor(BaseSensorOperator): 

    @apply_defaults 
    def __init__(self, 
                 *args, 
                 **kwargs): 
        super(MySensor, self).__init__(*args, **kwargs) 

    def poke(self, context): 
        return True

Example operators/my_airflow_operator.py

from airflow.operators.bash_operator import BaseOperator
from airflow.utils.decorators import apply_defaults
from hooks.my_hook import MyHook

class MyOperator(BaseOperator): 

    @apply_defaults 
    def __init__(self, 
                 my_field, 
                 *args, 
                 **kwargs): 
        super(MyOperator, self).__init__(*args, **kwargs) 
        self.my_field = my_field 

    def execute(self, context): 
        hook = MyHook('my_conn') 
        hook.my_method()
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plugins.zip ファイルの作成

Example operators/hello_operator.py

from airflow.models.baseoperator import BaseOperator
from airflow.utils.decorators import apply_defaults

class HelloOperator(BaseOperator): 

    @apply_defaults 
    def __init__( 
            self, 
            name: str, 
            **kwargs) -> None: 
        super().__init__(**kwargs) 
        self.name = name 

    def execute(self, context): 
        message = "Hello {}".format(self.name) 
        print(message) 
        return message

「」の手順を行います。Amazon MWAA CLI ユーティリティを使用したカスタムプラグインのテ
スト (p. 124)、そしてそれからplugins.zip ファイルの作成 (p. 124)内容物を圧縮する以内にきみ
のpluginsディレクトリ。例えば、cd pluginsです。

plugins.zip ファイルの作成
次の手順は、plugins.zip ファイルをローカルに作成するために推奨される手順を示しています。

ステップ 1: Amazon MWAA CLI ユーティリティを使用してカス
タムプラグインをテストする
• コマンドラインインターフェイス (CLI) ユーティリティは、Amazon Managed Workflows for Apache 

Apache Apache Apache Apache Apache Apache Apache
• CLI は、Amazon MWAA プロダクションイメージに似た Docker コンテナイメージをローカルに構築

します。これにより、Amazon MWAA にデプロイする前に、ローカル Apache Airflow 環境を実行して 
DAG、カスタムプラグイン、および依存関係を開発およびテストできます。

• CLI を実行するには、aws-mwaa-local-runnerオン GitHub。

ステップ 2: plugins.zip ファイルを作成します
組み込みの ZIP アーカイブユーティリティ、またはその他の ZIP ユーティリティ (7zip) をクリックし
て、.zip ファイルを作成します。

Note

Windows OS 用の組み込みの zip ユーティリティは、.zip ファイルを作成するときにサブフォル
ダーを追加することがあります。Amazon S3 バケットにアップロードする前に plugins.zip ファ
イルの内容を検証して、追加のディレクトリが追加されていないことを確認することをお勧めし
ます。

1. ディレクトリをローカルの Airflow プラグインディレクトリに変更します。例:

myproject$ cd plugins

2. 次のコマンドを実行して、コンテンツに実行権限があることを確認します (macOS と Linux のみ)。
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アップロードplugins.zipAmazon S3 へ

plugins$ chmod -R 755 .

3. 中身を圧縮する以内にきみのpluginsfolder

plugins$ zip -r plugins.zip .

アップロードplugins.zipAmazon S3 へ
Amazon S3 コンソールまたはAWS Command Line Interface(AWS CLI) をクリックしてアップロードしま
すplugins.zipファイルを Amazon S3 バケットに追加します。

AWS CLIの使用
AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、コマンドラインシェルでコマンドを使用して AWS サービ
スとやり取りするためのオープンソースツールです。このページの手順を完了するには、次のものが必要
です。

• AWS CLI- バージョン 2 をインストールする。
• AWS CLI- 以下を使用したクイック設定aws configure。

を使用してアップロードするにはAWS CLI

1. コマンドプロンプトで、plugins.zipファイルが保存されています。例:

cd plugins

2. Amazon S3 バケットをすべてリストするには、次のコマンドを使用します。

aws s3 ls

3. 以下のコマンドを使用して、環境用の Amazon S3 バケット内のファイルとフォルダを一覧表示しま
す。

aws s3 ls s3://YOUR_S3_BUCKET_NAME

4. をアップロードするには、次のコマンドを使用します。plugins.zipファイルを環境用の Amazon 
S3 バケットに追加します。

aws s3 cp plugins.zip s3://YOUR_S3_BUCKET_NAME/plugins.zip

Amazon S3 コンソールの使用
Amazon S3 コンソールは、Amazon S3 バケットでリソースの作成と管理を可能にするウェブベースの
ユーザーインターフェイスです。

Amazon S3 コンソールを使用してアップロードするには

1. を開く環境ページAmazon MWAA コンソールに表示されます。
2. 環境を選択します。
3. を選択しますS3 バケットのリンクS3 の DAG コード] ペインを使用して、Amazon S3 コンソールの

ストレージバケットを開きます。
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環境にカスタムプラグインをインストールする

4. [Upload] (アップロード) を選択します。
5. 選択ファイルを追加する。
6. のローカルコピーを選択しますplugins.zip、選択アップロード。

環境にカスタムプラグインをインストールする
このセクションでは、plugins.zip ファイルへのパスを指定し、zip ファイルが更新されるたびに plugins.zip 
ファイルのバージョンを指定して、Amazon S3 バケットにアップロードしたカスタムプラグインをインス
トールする方法について説明します。

へのパスを指定するplugins.zipAmazon MWAA コンソールで 
(初めて)
今回、アップロードするのが初めての場合は、plugins.zipを Amazon S3 バケットに追加するに
は、Amazon MWAA コンソールのファイルへのパスも指定する必要があります。このステップを完了する
必要があるのは 1 回だけです。

1. を開く環境ページAmazon MWAA コンソールに表示されます。
2. 環境を選択します。
3. [編集] を選択します。
4. リポジトリの []Amazon S3 の DAG コードペインで、を選択します。S3 の参照の横にプラグインファ

イル-オプションフィールド。
5. を選択しますplugins.zipファイルを Amazon S3 バケットに作成します。
6. [選択] を選択します。
7. 選択次,環境を更新する。

を指定するplugins.zipAmazon MWAA コンソールのバージョ
ン
のバージョンを指定する必要がありますplugins.zipの新しいバージョンをアップロードするたび
に、Amazon MWAA コンソールにファイルを保存します。plugins.zipAmazon S3 バケットで。

1. を開く環境ページAmazon MWAA コンソールに表示されます。
2. 環境を選択します。
3. [編集] を選択します。
4. リポジトリの []Amazon S3 の DAG コードペインで、plugins.zipドロップダウンリストのバージョ

ン。
5. [次へ] を選択します。

plugins.zip ユースケースの例
• カスタムプラグインを作成する方法について説明します。Apache Hive と Hadoop を使ったカスタムプ

ラグイン (p. 223)。
• カスタムプラグインを作成する方法について説明します。パッチを適用するカスタムプラグイン 

PythonVirtualenvOperator  (p. 227)。
• カスタムプラグインを作成する方法について説明します。Oracle によるカスタムプラグイ

ン (p. 211)。
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次のステップ

• カスタムプラグインを作成する方法について説明します。the section called “DAG のタイムゾーンの変
更” (p. 217)。

次のステップ
• DAG、カスタムプラグイン、Python の依存関係をaws-mwaa-local-runnerオン GitHub。

Python 依存関係のインストール
Python 依存関係とは、Apache Airflow (MWAA) 環境の Amazon マネージドワークフローの Apache Airflow 
バージョンの Apache Airflow ベースインストールに含まれていないすべてのパッケージまたはディストリ
ビューションです。このページでは、Amazon S3requirements.txt バケット内のファイルを使用して 
Amazon MWAA 環境に Apache Airflow Python の依存関係をインストールする手順について説明します。

目次
• 前提条件 (p. 127)
• 使用方法 (p. 128)
• Python の依存関係の概要 (p. 128)

• Python 依存関係の場所とサイズ制限 (p. 128)
• requirements.txt ファイルの作成 (p. 128)

• ステップ 1: Amazon MWAA CLI ユーティリティを使用して Python の依存関係をテストす
る (p. 128)

• ステップ 2: を作成するrequirements.txt (p. 129)
• Amazon S3requirements.txt へのアップロード (p. 131)

• AWS CLIの使用 (p. 131)
• Amazon S3 コンソールの使用 (p. 131)

• 環境への Python 依存関係のインストール (p. 132)
• Amazon MWAArequirements.txt コンソールでのへのパスの指定 (初めて) (p. 132)
• Amazon MWAArequirements.txt コンソールでのバージョンの指定  (p. 132)

• のログを表示するrequirements.txt (p. 132)
• 次のステップ (p. 133)

前提条件
このページの手順を完了する前に、次のものが必要です。

• 権限 —AWS アカウントには、ご使用の環境の Amazon MWAAFullConsoleAccess (p. 37) アクセスコ
ントロールポリシーへのアクセス権が管理者から付与されている必要があります。さらに、Amazon 
MWAA 環境には、AWS環境が使用するリソースへのアクセスを実行ロールから許可されている必要が
あります (p. 48)。

• アクセス — 依存関係を Web サーバーに直接インストールするためにパブリックリポジトリへのアク
セスが必要な場合は、環境をパブリックネットワーク Web サーバーアクセスで設定する必要がありま
す。詳細については、「the section called “Apache エアフローアクセスモード” (p. 57)」を参照してくだ
さい。

• Amazon S3 設定 — DAG、カスタムプラグインplugins.zip、Python 依存関係の保存に使用する
Amazon S3 バケットは (p. 17)、パブリックアクセスがブロックされ、requirements.txtバージョニ
ングが有効に設定されている必要があります。
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使用方法

使用方法
Amazon MWAA では、ファイルを Amazon S3 バケットにアップロードし、requirements.txtファイ
ルを更新するたびに Amazon MWAA コンソールでファイルのバージョンを指定することで、Python のす
べての依存関係をインストールします。Amazon MWAApip3 install -r requirements.txt を実行
すると、Apache Airflow スケジューラと各ワーカーに Python の依存関係がインストールされます。

環境で Python の依存関係を実行するには、次の 3 つのことを行う必要があります。

1. requirements.txtローカルでファイルを作成します。
2. ローカルを Amazon S3requirements.txt バケットにアップロードします。
3. Amazon MWAA コンソールの要件ファイルフィールドに、このファイルのバージョンを指定します。

Note

Amazon S3 バケットを初めて作成してアップロードする場合は、Amazon 
MWAArequirements.txt コンソールでファイルへのパスも指定する必要があります。このス
テップを完了する必要があるのは 1 つのみです。

Python の依存関係の概要
お使いの環境の Python Package インデックス (PyPi.org)、Python ホイール (.whl)、またはプライベート
の PyPi /PEP-503 準拠リポジトリでホストされている Python 依存関係から、Apache Airflow エクストラ
やその他のPython依存関係をインストールできます。

Python 依存関係の場所とサイズ制限
Apache Airflow Scheduler と Worker は、起動時に、AWSで管理されている Fargate/usr/local/
airflow/plugins コンテナでカスタムプラグインを探します。

• サイズ制限。合計サイズが 1 GBrequirements.txt 未満のライブラリを参照するファイルを推奨しま
す。Amazon MWAA がインストールする必要のあるライブラリが多いほど、環境の起動時間が長くなり
ます。Amazon MWAA はインストールされたライブラリのサイズを明示的に制限していませんが、10 
分以内に依存関係をインストールできない場合、Fargate サービスはタイムアウトし、環境を安定した
状態にロールバックしようとします。

Note

Apache Airflow v2.2.2 以降、Amazon MWAA は Python 要件、プロバイダーパッケージ、および
カスタムプラグインを Airflow ウェブサーバーにインストールする予定です。

requirements.txt ファイルの作成
以下の手順では、requirements.txt ファイルをローカルで作成する場合に推奨される手順について説明しま
す。

ステップ 1: Amazon MWAA CLI ユーティリティを使用して 
Python の依存関係をテストする
• コマンドラインインターフェイス (CLI) を作成します。Amazon Managed Workflows for Apache Airflow 

(MWAA) を作成します。
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• CLI は、Amazon MWAA プロダクションイメージと同様の Docker コンテナイメージをローカルにビル
ドします。これにより、Amazon MWAA にデプロイする前に、ローカルの Apache Airflow 環境を実行し
て DAG、カスタムプラグイン、および依存関係を開発およびテストできます。

• CLI を実行するにはaws-mwaa-local-runner、を参照してください GitHub。

ステップ 2: を作成するrequirements.txt
次のセクションでは、requirements.txtファイルの Python Package インデックスから Python 依存関
係を指定する方法について説明します。

Apache Airflow v2

1. ローカルでテストします。requirements.txtファイルを作成する前に、ライブラリを繰り返
し追加して、パッケージとそのバージョンの適切な組み合わせを見つけてください。Amazon 
MWAA CLI ユーティリティを実行するには、aws-mwaa-local-runnerを参照してください 
GitHub。

2. Apache エアフローパッケージの追加内容を確認してください。Amazon MWAA に Apache 
Airflow v2 用にインストールされているパッケージのリストを表示するには、 GitHub ウェブサイ
トの「Amazon MWAA ローカルランナーrequirements.txt」を参照してください。

3. 制約ステートメントを追加します。Apache Airflow v2requirements.txt 環境用のコンス
トレイントファイルをファイルの先頭に追加してください。Apache Airflow 制約ファイルに
は、Apache Airflow リリース時点で使用可能なプロバイダーのバージョンが指定されています。

Apache Airflow v2.5.1 以降では、--constraint要件ファイルにステートメントを含める必要が
あります。制約を指定しない場合、Amazon MWAA は、要件に記載されているパッケージがお客
様の環境と互換性があることを確認するために、制約を指定します。

Note

Apache Airflow v2.4.3 以降では Python バージョン 3.10 が使用されていますが、古い 
Apache Airflow バージョンでは Python バージョン 3.7 が使用されています。

次の例では、ご使用の環境のバージョン番号と、{Python-version}ご使用の環境と互換性のあ
る Python{Airflow-version} のバージョンに置き換えてください。

--constraint "https://raw.githubusercontent.com/apache/airflow/
constraints-{Airflow-version}/constraints-{Python-version}.txt"

制約ファイルによって、xyz==1.0pip3 installパッケージが環境内の他のパッケージと互換
性がないと判断された場合、互換性のないライブラリが環境にインストールされるのを防ぐこと
ができません。いずれかのパッケージのインストールが失敗した場合は、各 Apache Airflow コ
ンポーネント (スケジューラー、ワーカー、Web サーバー) のエラーログを Logs CloudWatch の
対応するログストリームで確認できます。ログタイプの詳細については、「」を参照してくださ
いthe section called “エアフローの表示” (p. 285)。

4. Apache エアフローパッケージ。パッケージエクストラとバージョン (==) を追加します。これに
より、同じ名前でバージョンが異なるパッケージが環境にインストールされるのを防ぐことがで
きます。

apache-airflow[package-extra]==2.5.1

5. Python ライブラリ。パッケージ名とバージョン (==)requirements.txt をファイルに追加しま
す。これにより、PyPi.org からのfuture 重大な更新が自動的に適用されるのを防ぐことができま
す。

library == version
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Example Boto3 と psycopg2 バイナリ

この例は、デモ用です。boto と psycopg2-binary ライブラリは Apache Airflow v2 のベースイン
ストールに含まれており、requirements.txtファイルで指定する必要はありません。

boto3==1.17.54
boto==2.49.0
botocore==1.20.54
psycopg2-binary==2.8.6

パッケージがバージョンなしで指定されている場合、Amazon MWAA PyPiは.org からパッケージ
の最新バージョンをインストールします。このバージョンは、お使いの他のパッケージと競合す
る可能性がありますrequirements.txt。

Apache Airflow v1

1. ローカルでテストします。requirements.txtファイルを作成する前に、ライブラリを繰り返
し追加して、パッケージとそのバージョンの適切な組み合わせを見つけてください。Amazon 
MWAA CLI ユーティリティを実行するには、aws-mwaa-local-runnerを参照してください 
GitHub。

2. Airflow パッケージの追加内容を確認してください。Apache Airflow v1.10.12 で利用できる
パッケージのリストを https://raw.githubusercontent.com/apache/airflow/constraints-1.10.12/ 
constraints-3.7.txt で確認してください。

3. 制約ファイルを追加します。Apache Airflow v1.10.12requirements.txt のコンストレイント
ファイルをファイルの先頭に追加してください。制約ファイルによって、xyz==1.0そのパッ
ケージが環境内の他のパッケージと互換性がないと判断された場合、pip3 installは互換性の
ないライブラリが環境にインストールされるのを防ぐことができません。

--constraint "https://raw.githubusercontent.com/apache/airflow/constraints-1.10.12/
constraints-3.7.txt"

4. Apache Airflow v1.10.12 パッケージ。エアフローパッケージエクストラと Apache エアフロー 
v1.10.12 バージョン (==) を追加します。これにより、同じ名前でバージョンが異なるパッケージ
が環境にインストールされるのを防ぐことができます。

apache-airflow[package]==1.10.12

Example Secure Shell (SSH)

requirements.txt次のサンプルファイルでは、Apache Airflow v1.10.12 用の SSH をインス
トールします。

apache-airflow[ssh]==1.10.12

5. Python ライブラリ。パッケージ名とバージョン (==)requirements.txt をファイルに追加しま
す。これにより、PyPi.org からのfuture 重大な更新が自動的に適用されるのを防ぐことができま
す。

library == version

Example Boto3

requirements.txt次のサンプルファイルでは、Apache Airflow v1.10.12 用の Boto3 ライブラ
リをインストールします。
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Amazon S3requirements.txt へのアップロード

boto3 == 1.17.4

パッケージがバージョンなしで指定されている場合、Amazon MWAA PyPiは.org からパッケージ
の最新バージョンをインストールします。このバージョンは、お使いの他のパッケージと競合す
る可能性がありますrequirements.txt。

Amazon S3requirements.txt へのアップロード
Amazon S3 コンソールまたはAWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して Amazon S3 バケット
にファイルをアップロードできます。requirements.txt

AWS CLIの使用
AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、コマンドラインシェルでコマンドを使用して AWS サービ
スとやり取りするためのオープンソースツールです。このページの手順を完了するには、以下が必要で
す。

• AWS CLI-バージョン 2 をインストールします。
• AWS CLI—によるクイック設定aws configure。

を使用してアップロードするにはAWS CLI

1. すべての Amazon S3 バケットを一覧表示するには、次のコマンドを使用します。

aws s3 ls

2. 次のコマンドを使用して、環境の Amazon S3 バケット内のファイルとフォルダを一覧表示します。

aws s3 ls s3://YOUR_S3_BUCKET_NAME

3. 次のコマンドは、Amazon S3requirements.txt バケットにアップロードします。

aws s3 cp requirements.txt s3://YOUR_S3_BUCKET_NAME/requirements.txt

Amazon S3 コンソールの使用
Amazon S3 コンソールは、Amazon S3 バケットでリソースを作成および管理できるウェブベースのユー
ザーインターフェイスです。

Amazon S3 コンソールを使用してアップロードするには

1. Amazon MWAA コンソールで [環境] ページを開きます。
2. 環境を選択してください。
3. S3 ペインの DAG コードで S3 バケットリンクを選択し、Amazon S3 コンソールでストレージバケッ

トを開きます。
4. [Upload] (アップロード) を選択します。
5. [ファイルを追加] を選択します。
6. のローカルコピーを選択しrequirements.txt、[アップロード] を選択します。
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環境への Python 依存関係のインストール

環境への Python 依存関係のインストール
このセクションでは、requirements.txt ファイルへのパスを指定し、更新されるたびに requirements.txt 
ファイルのバージョンを指定することで、Amazon S3 バケットにアップロードした依存関係をインストー
ルする方法について説明します。

Amazon MWAArequirements.txt コンソールでのへのパスの
指定 (初めて)
Amazon S3 バケットを初めて作成してアップロードする場合は、Amazon MWAArequirements.txt コ
ンソールでファイルへのパスも指定する必要があります。このステップを完了する必要があるのは 1 つの
みです。

1. Amazon MWAA コンソールで [環境] ページを開きます。
2. 環境を選択してください。
3. [編集] を選択します。
4. Amazon S3 ペインの DAG コードで、要件ファイル-オプションフィールドの横にある Browse S3 を

選択します。
5. Amazon S3requirements.txt バケットでファイルを選択します。
6. [選択] を選択します。
7. [次へ]、[環境を更新] を選択します。

環境の更新が完了したらすぐに新しいパッケージの使用を開始できます。

Amazon MWAArequirements.txt コンソールでのバージョン
の指定
Amazon S3 バケットに新しいバージョンをアップロードするたびに、Amazon 
MWAArequirements.txtrequirements.txt コンソールでファイルのバージョンを指定する必要があ
ります。

1. Amazon MWAA コンソールで [環境] ページを開きます。
2. 環境を選択してください。
3. [編集] を選択します。
4. Amazon S3 ペインの DAG コードで、requirements.txtドロップダウンリストからバージョンを

選択します。
5. [次へ]、[環境を更新] を選択します。

環境の更新が完了したらすぐに新しいパッケージの使用を開始できます。

のログを表示するrequirements.txt
スケジューラーの Apache Airflow ログを表示して、ワークフローをスケジュールし、dagsフォルダーを
解析できます。以下の手順では、Amazon MWAA コンソールでスケジューラーのロググループを開き、ロ
グコンソールで Apache Airflow ログを表示する方法について説明します。 CloudWatch

のログを表示するにはrequirements.txt

1. Amazon MWAA コンソールで [環境] ページを開きます。
2. 環境を選択してください。
3. 監視ペインで Airflow スケジューラロググループを選択します。
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次のステップ

4. [requirements_install_ipログストリーム] でログインを選択します。
5. 環境にインストールされたパッケージのリストがにあるはずです/usr/local/airflow/.local/

bin。例:

Collecting appdirs==1.4.4 (from -r /usr/local/airflow/.local/bin (line 1))
Downloading https://files.pythonhosted.org/
packages/3b/00/2344469e2084fb28kjdsfiuyweb47389789vxbmnbjhsdgf5463acd6cf5e3db69324/
appdirs-1.4.4-py2.py3-none-any.whl   
Collecting astroid==2.4.2 (from -r /usr/local/airflow/.local/bin (line 2))

6. パッケージのリストを確認し、インストール中にエラーが発生したパッケージがないかどうかを確認
してください。何か問題が発生すると、次のようなエラーが発生します。

2021-03-05T14:34:42.731-07:00
No matching distribution found for LibraryName==1.0.0 (from -r /usr/local/
airflow/.local/bin (line 4))
No matching distribution found for LibraryName==1.0.0 (from -r /usr/local/
airflow/.local/bin (line 4))

次のステップ
• aws-mwaa-local-runnerオンを使用して、DAG、カスタムプラグイン、Python GitHub の依存関係をロー

カルでテストします。

Amazon S3 のファイルの削除
このページでは、Amazon マネージドワークフロー for Apache Airflow (MWAA) 環境の Amazon S3 バ
ケットでのバージョニングの仕組みと、DAG を削除する手順について説明します。plugins.zip, また
はrequirements.txtファイルを開きます。

目次
• 前提条件 (p. 133)
• バージョニングの概要 (p. 134)
• 使用方法 (p. 134)
• Amazon S3 の DAG を削除する (p. 134)
• 環境から「現在の」requirements.txt または plugins.zip を削除する (p. 135)
• 「最新でない」(以前の) requirements.txt または plugins.zip バージョンを削除する (p. 135)
• ライフサイクルを使用して「最新でない」(以前の) バージョンを削除し、マーカーを自動的に削除す

る (p. 135)
• requirements.txt の「最新でない」バージョンを削除し、マーカーを自動的に削除するライフサイクル

ポリシーの例 (p. 135)
• 次のステップ (p. 136)

前提条件
このページの手順を完了するには、次のものが必要です。

• アクセス許可— きみのAWSアカウントは、管理者によってAmazonMWAAFullConsoleAccess (p. 37)環
境のアクセス制御ポリシー。さらに、お客様の Amazon MWAA 環境は、実行ロール (p. 48)にアクセス
するにはAWS環境によって使用されるリソース。
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バージョニングの概要

• へのアクセス— 依存関係をウェブサーバーに直接インストールするためにパブリックリポジトリへのア
クセスが必要な場合、環境はパブリックネットワークウェブサーバーへのアクセス。詳細については、
「the section called “Apache エアフローアクセスモード” (p. 57)」を参照してください。

• Amazon S3 設定—Amazon S3 バケット (p. 17)DAG、カスタムプラグインの保存に使
用plugins.zip、および Python の依存関係requirements.txt以下のように設定する必要がありま
すパブリックアクセスのブロックそしてバージョニングの有効化。

バージョニングの概要
-requirements.txtそしてplugins.zipAmazon S3 バケットにはバージョニングされていま
す。Amazon S3 バケットのバージョニングがオブジェクトに対して有効になっていて、アーティファク
ト (たとえば、plugins.zip) が Amazon S3 バケットから削除されても、ファイルは完全には削除されませ
ん。Amazon S3 でアーティファクトが削除されるたびに、ファイルの新しいコピーが作成されます。この
コピーは 404 (オブジェクトが見つかりません) エラー/0k ファイルで「ここにいません」と書かれていま
す。Amazon S3 はこれを削除マーカー。削除マーカーは、他のすべてのオブジェクトと同様にキー名 (ま
たはキー) とバージョン ID を持つファイルの「null」バージョンです。

Amazon S3 バケットのストレージコストを削減するために、ファイルバージョンと削除マーカーを定期的
に削除することをお勧めします。「最新でない」(以前の) ファイルバージョンを完全に削除するには、そ
のファイルのバージョンを削除してから削除マーカーのバージョンです。

使用方法
Amazon MWAA は、30 秒ごとに Amazon S3 バケットで同期オペレーションを実行します。これによ
り、Amazon S3 バケット内の DAG の削除は、Fargate コンテナの Airflow イメージに同期されます。

を使用する場合plugins.zipそしてrequirements.txtファイルの場合、変更は、Amazon MWAA 
がカスタムプラグインと Python 依存関係を使用して Fargate コンテナの新しい Airflow イメージ
をビルドするときに、環境の更新後にのみ発生します。削除した場合現在のいずれかのバージョ
ンrequirements.txtまたはplugins.zipファイルを開き、削除されたファイルの新しいバージョンを
提供せずに環境を更新すると、更新は失敗し、「バージョンを読み取れません」などのエラーメッセージ
が表示されます。{version}ファイルの{file}「。

Amazon S3 の DAG を削除する
DAG ファイル (.py) はバージョニングされていないため、Amazon S3 コンソールで直接削除できます。
次のステップでは、Amazon S3 バケット内の DAG を削除する方法について説明します。

DAG を削除するには

1. を開く環境ページAmazon MWAA コンソールに表示されます。
2. 環境を選択します。
3. を選択しますS3 バケットのリンクS3 の DAG コードペインを使用して、Amazon S3 コンソールのス

トレージバケットを開きます。
4. dags フォルダを選択します。
5. DAG を選択し、削除。
6. []オブジェクトを削除しますか?、タイプdelete。
7. [Delete objects] (オブジェクトの削除) を選択します。

Note

Apache Airflow は DAG の実行履歴を保持します。DAG を Apache Airflow で実行した後
は、Apache Airflow で削除するまで、ファイルのステータスに関係なく Airflow DAG リストに残
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「現在の」plugins.zip または requirements.txt を削除する

ります。Apache Airflow で DAG を削除するには、リンク列でロードバランサーの ID をクリック
します。

環境から「現在の」requirements.txt または 
plugins.zip を削除する
現在、plugins.zip または requirements.txt を追加した後で環境から削除する方法はありませんが、現在こ
の問題に取り組んでいます。暫定的に、回避策は、それぞれ空のテキストファイルまたは ZIP ファイルを
指すことです。

「最新でない」(以前の) requirements.txt または 
plugins.zip バージョンを削除する
-requirements.txtそしてplugins.zipAmazon S3 バケット内のファイルは、Amazon MWAA でバー
ジョニングされています。Amazon S3 バケット上のこれらのファイルを完全に削除する場合は、オブジェ
クトの最新バージョン（121212）を取得し（たとえば、plugins.zip）、バージョンを削除してから、削除
マーカーファイルバージョン。

Amazon S3 コンソールで「最新でない」(以前の) ファイルバージョンを削除することもできます。ただ
し、削除マーカー次のいずれかのオプションを使用します。

• オブジェクトバージョンを取得するには、を参照してください。バージョニングが有効なバケットから
のオブジェクトバージョンの取得 Amazon S3 ガイドの。

• オブジェクトバージョンを削除するには、を参照してください。バージョニングが有効なバケットから
のオブジェクトバージョンの削除 Amazon S3 ガイドの。

• 削除マーカーを削除するには、「」を参照してください。削除マーカーの削除 Amazon S3 ガイドの。

ライフサイクルを使用して「最新でない」(以前の) 
バージョンを削除し、マーカーを自動的に削除する
Amazon S3 バケットのライフサイクルポリシーを設定して、特定の日数後に Amazon S3 バケットの「最
新でない」(以前の) バージョンの plugins.zip ファイルと requirements.txt ファイルを削除するか、期限切
れのオブジェクトの削除マーカーを削除することができます。

1. を開く環境ページAmazon MWAA コンソールに表示されます。
2. 環境を選択します。
3. []Amazon S3 内の DAG コードでは、Amazon S3 バケットを選択します。
4. 選択ライフサイクルルールの作成。

requirements.txt の「最新でない」バージョンを削除
し、マーカーを自動的に削除するライフサイクルポリ
シーの例
次の例は、requirements.txt ファイルの「最新でない」バージョンとその削除マーカーを 30 日後に完全に
削除するライフサイクルルールを作成する方法を示しています。

1. を開く環境ページAmazon MWAA コンソールに表示されます。
2. 環境を選択します。
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次のステップ

3. []Amazon S3 内の DAG コードでは、Amazon S3 バケットを選択します。
4. 選択ライフサイクルルールの作成。
5. In (イン)ライフサイクルルールの名前、タイプDelete previous requirements.txt versions 

and delete markers after thirty days。
6. In (イン)プレフィックス,要件。
7. In (イン)ライフサイクルルールのアクション、選択以前のバージョンのオブジェクトの完全な削除そ

して期限切れの削除マーカーまたは未完了のマルチパートアップロードを削除する。
8. In (イン)オブジェクトが以前のバージョンになってからの日数、タイプ30。
9. In (イン)期限切れオブジェクト削除マーカー、選択期限切れのオブジェクトの削除マーカー、オブ

ジェクトは30日後に完全に削除されます。

次のステップ
• Amazon S3 の削除マーカーの詳細については、削除マーカーの管理。
• Amazon S3 ライフサイクルの詳細については、オブジェクトの有効期限。
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ネットワーキングについて

ネットワーク
このガイドでは、Amazon MWAA 環境に必要な Amazon VPC ネットワークのセットアップについて説明
します。

セクション
• Amazon MWAA でのネットワーキングについて (p. 137)
• Amazon MWAA での VPC のセキュリティ (p. 142)
• Amazon MWAA での VPC エンドポイントへのアクセスの管理 (p. 145)
• プライベートルーティングを使用して Amazon VPC に必要な VPC サービスエンドポイントを作成す

る (p. 149)

Amazon MWAA でのネットワーキングについて
Amazon VPC は、AWSアカウント. これにより、仮想インフラストラクチャとネットワークトラフィッ
クのセグメンテーションをきめ細かく制御できるため、クラウドセキュリティと動的に拡張できます。こ
のページでは、使用する Amazon VPC インフラストラクチャについて説明します。パブリックルーティ
ングまたはプライベートルーティングAmazon Managed Workflows for Apache Airflow (MWAA) 環境をサ
ポートするために必要です。

目次
• 規約 (p. 137)
• サポートされているのは何ですか (p. 137)
• VPC インフラストラクチャの概要 (p. 138)

• インターネット経由のパブリックルーティング (p. 138)
• インターネットにアクセスできないプライベートルーティング (p. 139)

• Amazon VPC および Apache Airflow アクセスモードの使用例 (p. 140)
• インターネットアクセスが許可されている-新しい Amazon VPC ネットワーク (p. 140)
• インターネットアクセスは許可されていません-新しい Amazon VPC ネットワーク (p. 141)
• インターネットアクセスは許可されていません-既存の Amazon VPC ネットワーク (p. 141)

規約
パブリックルーティング

インターネットにアクセスできる Amazon VPC ネットワーク。
プライベートルーティング

Amazon VPC ネットワークなしインターネットへのアクセス。

サポートされているのは何ですか
次の表では、Amazon MWAA がサポートしている Amazon VPC のタイプについて説明しています。
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VPC インフラストラクチャの概要

Amazon VPC タイプ サポート対象

環境を作成しようとしているア
カウントによって所有されてい
る Amazon VPC。

はい

複数の Amazon VPC を共有する
AWSアカウントは、自分のアカ
ウントを作成するAWSリソース
の使用料金を見積もることがで
きます。

いいえ

VPC インフラストラクチャの概要
Amazon MWAA 環境を作成すると、Amazon MWAA は、環境用に選択した Apache Airflow アクセス
モードに基づいて、環境の 1 ～ 2 つの VPC エンドポイントの間に作成します。これらのエンドポイント
は、Amazon VPC 内のプライベート IP を持つ Elastic Network Interfaces（ENI）として表示されます。こ
れらのエンドポイントが作成されると、これらの IP 宛てのトラフィックは、プライベートまたはパブリッ
クにルーティングされます。AWS環境で使用されるサービス。

以下のセクションでは、トラフィックをパブリックにルーティングするために必要なAmazon VPC インフ
ラストラクチャについて説明します。インターネット経由で、またはプライベートAmazon VPC 内。

インターネット経由のパブリックルーティング
このセクションでは、パブリックルーティングを使用する環境の Amazon VPC インフラストラクチャにつ
いて説明します。次の VPC インフラストラクチャが必要です。

• 1 つの VPC セキュリティグループ。VPC セキュリティグループは、仮想ファイアウォールとして機能
し、インスタンスでの入力（インバウンド）ネットワークトラフィックと出力（アウトバウンド）ネッ
トワークトラフィックを制御します。
• 最大 5 つのセキュリティグループを指定できます。
• セキュリティグループは、自己参照インバウンドルール自体を指定する必要があります。
• セキュリティグループは、すべてのトラフィックに対してアウトバウンドルールを指定する必要があ

ります（0.0.0.0/0).
• セキュリティグループは、自己参照ルール内のすべてのトラフィックを許可する必要があります。例

えば、(推奨) 全アクセス自己参照セキュリティグループの例  (p. 143)。
• セキュリティグループは次の操作を実行できます。必要に応じてHTTPS ポート範囲のポート範囲を

指定して、トラフィックをさらに制限する443および TCP ポート範囲5432。たとえば、(オプション) 
インバウンドアクセスをポート 5432 に制限するセキュリティグループの例 (p. 144) と (オプション) 
受信アクセスをポート 443 に制限するセキュリティグループの例 (p. 144) です。

• 2 つのパブリックサブネット。パブリックサブネットは、インターネットゲートウェイへのルートが含
まれているルートテーブルに関連付けられているサブネットです。
• 2 つのパブリックサブネットが必要です。これにより、Amazon MWAA は、1 つのコンテナで障害が

発生した場合に、他のアベイラビリティーゾーンに環境用の新しいコンテナイメージを構築できま
す。

• 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。たとえば、us-
east-1a や us-east-1b などです。

• サブネットは、Elastic IP アドレス（EIP）を使用して NAT ゲートウェイ（または NAT インスタン
ス）にルーティングする必要があります。

• サブネットには、インターネットバウンドトラフィックをインターネットゲートウェイに転送する
ルートテーブルが必要です。
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VPC インフラストラクチャの概要

• 2 つのプライベートサブネット。プライベートサブネットは、じゃないインターネットゲートウェイへ
のルートが含まれているルートテーブルに関連付けられています。
• 2 つのプライベートサブネットが必要です。これにより、Amazon MWAA は、1 つのコンテナで障害

が発生した場合に、他のアベイラビリティーゾーンに環境用の新しいコンテナイメージを構築できま
す。

• 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。たとえば、us-
east-1a や us-east-1b などです。

• サブネットしなければならないNAT デバイス（ゲートウェイまたはインスタンス）へのルートテーブ
ルを用意する。

• サブネットあってはいけないインターネットゲートウェイへのルート。
• ネットワークアクセスコントロールリスト (ACL)。NACL は、サブネットレベルでインバウンドとアウ

トバウンドのトラフィックを（許可ルールまたは拒否ルールによって）管理します。
• NACL には、すべてのトラフィックを許可するインバウンドルールが必要です（0.0.0.0/0).
• NACL には、すべてのトラフィックを拒否するアウトバウンドルールが必要です（0.0.0.0/0).
• 例えば、(推奨) ACL の例 (p. 143)。

• 2 つの NAT ゲートウェイ（または NAT インスタンス）。NAT デバイスは、プライベートサブネットの
インスタンスからインターネットまたは他のインスタンスへのトラフィックを転送します。AWSサービ
スを実行し、はそのレスポンスをインスタンスに返送します。
• NAT デバイスは、パブリックサブネットに接続する必要があります。パブリックサブネットごとに 1 

つの NAT デバイス。)
• NAT デバイスには、各パブリックサブネットに Elastic IPv4 アドレス (EIP) がアタッチされている必

要があります。
• インターネットゲートウェイ。インターネットゲートウェイは、Amazon VPC をインターネットおよび

その他に接続します。AWSのサービス。
• インターネットゲートウェイは Amazon VPC にアタッチされている必要があります。

インターネットにアクセスできないプライベートルーティング
このセクションでは、環境の Amazon VPC インフラストラクチャについて説明します。プライベートルー
ティング。次の VPC インフラストラクチャが必要です。

• 1 つの VPC セキュリティグループ。VPC セキュリティグループは、仮想ファイアウォールとして機能
し、インスタンスでの入力（インバウンド）ネットワークトラフィックと出力（アウトバウンド）ネッ
トワークトラフィックを制御します。
• 最大 5 つのセキュリティグループを指定できます。
• セキュリティグループは、自己参照インバウンドルール自体を指定する必要があります。
• セキュリティグループは、すべてのトラフィックに対してアウトバウンドルールを指定する必要があ

ります（0.0.0.0/0).
• セキュリティグループは、自己参照ルール内のすべてのトラフィックを許可する必要があります。例

えば、(推奨) 全アクセス自己参照セキュリティグループの例  (p. 143)。
• セキュリティグループは次の操作を実行できます。必要に応じてHTTPS ポート範囲のポート範囲を

指定して、トラフィックをさらに制限する443および TCP ポート範囲5432。たとえば、(オプション) 
インバウンドアクセスをポート 5432 に制限するセキュリティグループの例 (p. 144) と (オプション) 
受信アクセスをポート 443 に制限するセキュリティグループの例 (p. 144) です。

• 2 つのプライベートサブネット。プライベートサブネットは、じゃないインターネットゲートウェイへ
のルートが含まれているルートテーブルに関連付けられています。
• 2 つのプライベートサブネットが必要です。これにより、Amazon MWAA は、1 つのコンテナで障害

が発生した場合に、他のアベイラビリティーゾーンに環境用の新しいコンテナイメージを構築できま
す。

• 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。たとえば、us-
east-1a や us-east-1b などです。
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Airflow アクセスモードの使用例
• サブネットには VPC エンドポイントへのルートテーブルが必要です。
• サブネットではいけないNAT デバイス（ゲートウェイまたはインスタンス）へのルートテーブルを用

意し、またインターネットゲートウェイ。
• ネットワークアクセスコントロールリスト (ACL)。NACL は、サブネットレベルでインバウンドとアウ

トバウンドのトラフィックを（許可ルールまたは拒否ルールによって）管理します。
• NACL には、すべてのトラフィックを許可するインバウンドルールが必要です（0.0.0.0/0).
• NACL には、すべてのトラフィックを拒否するアウトバウンドルールが必要です（0.0.0.0/0).
• 例えば、(推奨) ACL の例 (p. 143)。

• ローカルルートテーブル。ローカルルートテーブルは、VPC 内の通信のデフォルトルートです。
• ローカルルートテーブルは、プライベートサブネットに関連付けられている必要があります。
• ローカルルートテーブルは、VPC 内のインスタンスが自ネットワークと通信できるようにしている必

要があります。たとえば、AWS Client VPNApache Airflow の VPC インターフェイスエンドポイント
にアクセスするにはウェブサーバーの場合、ルートテーブルは VPC エンドポイントにルーティングす
る必要があります。

• VPC エンドポイントごとにAWS環境で使用されるサービスと Apache Airflow VPC エンドポイントが同
じ環境で使用されているAWSAmazon MWAA 環境としてのリージョンと Amazon VPC。
• 各 VPC エンドポイントAWSApache Airflow の環境および VPC エンドポイントで使用されるサービ

ス。例えば、(必須) VPC エンドポイント (p. 152)。
• VPC エンドポイントでは、プライベート DNS が有効になっている必要があります。
• VPC エンドポイントは、環境の 2 つのプライベートサブネットに関連付けられている必要がありま

す。
• VPC エンドポイントは、環境の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。
• 各エンドポイントの VPC エンドポイントポリシーは、へのアクセスを許可するように設定する必要が

あります。AWS環境で使用されるサービス。例えば、(推奨) すべてのアクセスを許可する VPC エン
ドポイントポリシーの例 (p. 145)。

• Amazon S3 の VPC エンドポイントポリシーは、バケットアクセスを許可するように設定されている
必要があります。例えば、(推奨) バケットアクセスを許可する Amazon S3 ゲートウェイエンドポイ
ントポリシーの例 (p. 145)。

Amazon VPC および Apache Airflow アクセスモード
の使用例
このセクションでは、Amazon VPC および Apache Airflow でのネットワークアクセスのさまざまなユース
ケースについて説明します。ウェブサーバーアクセスモードは Amazon MWAA コンソールで選択する必要
があります。

インターネットアクセスが許可されている-新しい Amazon VPC 
ネットワーク
VPC 内のインターネットアクセスが組織によって許可されている場合、そしてユーザーに Apache Airflow 
にアクセスしてもらいたいウェブサーバーインターネット経由で:

1. Amazon VPC ネットワークを作成するインターネットアクセス。
2. を使用して環境を作成するパブリックネットワークApache エアフローのアクセスモードウェブサー

バー。
3. 推奨内容: を使用することをお勧めします。AWS CloudFormationAmazon VPC インフラストラク

チャ、Amazon S3 バケット、および Amazon MWAA 環境を同時に作成するクイックスタートテンプ
レート。詳細については、Amazon ED Workflows for Apache Airflow (MWAA) のクイックスタート・
チュートリアル (p. 6) を参照してください。

140



Amazon Managed Workflows for 
Apache Airflow ユーザーガイド
Amazon VPC および Apache 

Airflow アクセスモードの使用例
VPC 内のインターネットアクセスが組織によって許可されている場合、そしてApache エアフローを制限
したいウェブサーバーVPC 内のユーザーへのアクセス:

1. Amazon VPC ネットワークを作成するインターネットアクセス。
2. Apache Airflow の VPC インターフェイスエンドポイントにアクセスするメカニズムを作成しま

す。ウェブサーバーコンピューターから。
3. を使用して環境を作成するプライベートネットワークApache エアフローのアクセスモードウェブ

サーバー。
4. 推奨内容:

a. の Amazon MWAA コンソールを使用することをお勧めします。オプション 1: Amazon MWAA コ
ンソールで VPC ネットワークを作成する (p. 20)、またはAWS CloudFormationのテンプレートオ
プション 2: インターネットにアクセスできる Amazon VPC ネットワークの作成 (p. 20)。

b. を使用してアクセスを設定することをお勧めします。AWS Client VPNあなたのApacheエアフ
ローにウェブサーバーにチュートリアル:を使用したプライベートネットワークアクセスの設定
AWS Client VPN (p. 171)。

インターネットアクセスは許可されていません-新しい Amazon 
VPC ネットワーク
VPC のインターネットアクセスが許可されていませんお客様の組織別:

1. Amazon VPC ネットワークを作成するインターネットへのアクセスなし。
2. Apache Airflow の VPC インターフェイスエンドポイントにアクセスするメカニズムを作成しま

す。ウェブサーバーコンピューターから。
3. 各 VPC エンドポイントを作成するAWS環境で使用されるサービス。
4. を使用して環境を作成するプライベートネットワークApache エアフローのアクセスモードウェブ

サーバー。
5. 推奨内容:

a. を使用することをお勧めします。AWS CloudFormationインターネットにアクセスできない 
Amazon VPC とそれぞれの VPC エンドポイントを作成するためのテンプレートAWSAmazon 
MWAA がで使っているサービスオプション 3: インターネットにアクセスせずに Amazon VPC 
ネットワークを作成する (p. 25)。

b. を使用してアクセスを設定することをお勧めします。AWS Client VPNあなたのApacheエアフ
ローにウェブサーバーにチュートリアル:を使用したプライベートネットワークアクセスの設定
AWS Client VPN (p. 171)。

インターネットアクセスは許可されていません-既存の Amazon 
VPC ネットワーク
VPC のインターネットアクセスが許可されていませんお客様の組織によってそして必要な Amazon VPC 
ネットワークがすでにありますインターネットへのアクセスなし:

1. 各 VPC エンドポイントを作成するAWS環境で使用されるサービス。
2. Apache AirFlow 用の VPC エンドポイントを作成する.
3. Apache Airflow の VPC インターフェイスエンドポイントにアクセスするメカニズムを作成しま

す。ウェブサーバーコンピューターから。
4. を使用して環境を作成するプライベートネットワークApache エアフローのアクセスモードウェブ

サーバー。
5. 推奨内容:
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VPC のセキュリティ

a. それぞれに必要な VPC エンドポイントを作成してアタッチすることをお勧めしま
す。AWSAmazon MWAA で使用されるサービス、および Apache Airflow に必要な VPC エンドポ
イントプライベートルーティングを使用して Amazon VPC に必要な VPC サービスエンドポイン
トを作成する (p. 149)。

b. を使用してアクセスを設定することをお勧めします。AWS Client VPNあなたのApacheエアフ
ローにウェブサーバーにチュートリアル:を使用したプライベートネットワークアクセスの設定
AWS Client VPN (p. 171)。

Amazon MWAA での VPC のセキュリティ
このページでは、Amazon Managed Workflows for Apache Airflow (MWAA) 環境を保護するために使用さ
れる Amazon VPC コンポーネントと、これらのコンポーネントに必要な設定について説明します。

目次
• 規約 (p. 142)
• セキュリティの概要 (p. 142)
• ネットワークアクセスコントロールリスト (ACL) (p. 143)

• (推奨) ACL の例 (p. 143)
• VPC セキュリティグループ (p. 143)

• (推奨) 全アクセス自己参照セキュリティグループの例  (p. 143)
• (オプション) インバウンドアクセスをポート 5432 に制限するセキュリティグループの

例 (p. 144)
• (オプション) 受信アクセスをポート 443 に制限するセキュリティグループの例 (p. 144)

• VPC エンドポイントポリシー (プライベートルーティングのみ) (p. 144)
• (推奨) すべてのアクセスを許可する VPC エンドポイントポリシーの例 (p. 145)
• (推奨) バケットアクセスを許可する Amazon S3 ゲートウェイエンドポイントポリシーの

例 (p. 145)

規約
パブリックルーティング

インターネットにアクセスできる Amazon VPC ネットワーク。
プライベートルーティング

Amazon VPC ネットワークなしインターネットへのアクセス。

セキュリティの概要
セキュリティグループとアクセスコントロールリスト (ACL) は、指定したルールを使用して、Amazon 
VPC 内のサブネットとインスタンス全体のネットワークトラフィックを制御する方法を提供します。

• サブネットとの間のネットワークトラフィックは、アクセス制御リスト (ACL) によって制御できます。
必要な ACL は 1 つだけで、同じ ACL を複数の環境で使用できます。

• インスタンスとの間のネットワークトラフィックは、Amazon VPC セキュリティグループによって制御
できます。環境ごとに 1 ～ 5 つのセキュリティグループを使用できます。

• インスタンスとの間のネットワークトラフィックは、VPC エンドポイントポリシーによっても制御でき
ます。Amazon VPC 内でのインターネットアクセスが組織で許可されておらず、Amazon VPC ネット

142



Amazon Managed Workflows for 
Apache Airflow ユーザーガイド

ネットワークアクセスコントロールリスト (ACL)

ワークをプライベートルーティングでは、VPC エンドポイントポリシーはAWSVPC エンドポイントと 
Apache Airflow VPC エンドポイント (p. 152)。

ネットワークアクセスコントロールリスト (ACL)
あるネットワークアクセスコントロールリスト (ACL)は、（許可ルールまたは拒否ルールによって）イン
バウンドトラフィックとアウトバウンドトラフィックをサブネットレベル。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は別々に明示的に指定する必要があります。VPC ネッ
トワーク内のインスタンスへの出入りが許可されるネットワークトラフィックのタイプを指定するために
使用されます。

すべての Amazon VPC には、すべてのインバウンドトラフィックとアウトバウンドトラフィックを許可す
るデフォルト ACL があります。デフォルト ACL ルールを編集するか、カスタム ACL を作成してサブネッ
トにアタッチできます。サブネットには常に 1 つの ACL しかアタッチできませんが、1 つの ACL を複数
のサブネットにアタッチできます。

(推奨) ACL の例
次の例にの例にの例インバウンドそしてアウトバウンドAmazon VPC の Amazon VPC に使用できる ACL 
ルールパブリックルーティングまたはプライベートルーティング。

ルール番号 タイプ プロトコル ポート範囲 送信元 許可/拒否

100 すべての IPv4 
トラフィック

すべて すべて 0.0.0.0/0 許可

* すべての IPv4 
トラフィック

すべて すべて 0.0.0.0/0 拒否

VPC セキュリティグループ
あるVPC セキュリティグループのネットワークトラフィックを制御する仮想ファイアウォールとして機能
しますインスタンスレベル。セキュリティグループはステートフルです。つまり、インバウンド接続が許
可されると、応答が許可されます。VPC ネットワーク内のインスタンスから許可されるネットワークトラ
フィックのタイプを指定するために使用されます。

Amazon VPC にはデフォルトのセキュリティグループが用意されています。デフォルトでは、インバウン
ドルールはありません。すべてのアウトバウンドトラフィックを許可するアウトバウンドルールがありま
す。デフォルトのセキュリティグループルールを編集するか、カスタムセキュリティグループを作成して 
Amazon VPC にアタッチすることができます。Amazon MWAA では、トラフィックを NAT ゲートウェイ
に転送するインバウンドルールとアウトバウンドルールを設定する必要があります。

(推奨) 全アクセス自己参照セキュリティグループの例
次の例にの例にの例インバウンド以下の Amazon VPC の Amazon VPC のすべてのトラフィックを許可す
るセキュリティグループルールパブリックルーティングまたはプライベートルーティング。この例にのセ
キュリティグループは自己参照ルールです。

タイプ プロトコル Source タイプ ソース

すべてのトラ
フィック

すべて すべて sg-0909e8e81919/ 
my-mwaa-vpc-
security-group
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VPC エンドポイントポリシー (プ
ライベートルーティングのみ)

次の例にの例にの例アウトバウンドセキュリティグループルール。

タイプ プロトコル Source タイプ ソース

すべてのトラ
フィック

すべて すべて 0.0.0.0/0

(オプション) インバウンドアクセスをポート 5432 に制限するセ
キュリティグループの例
次の例にの例にの例インバウンド環境の Amazon Aurora PostgreSQL メタデータデータベース (Amazon 
MWAA が所有) のポート 5432 ですべての HTTPS トラフィックを許可するセキュリティグループルール。

Note

このルールを使用してトラフィックを制限する場合は、ポート 443 で TCP トラフィックを許可
する別のルールを追加する必要があります。

タイプ プロトコル ポート範囲 Source タイプ ソース

カスタム TCP TCP 5432 Custom sg-0909e8e81919/ 
my-mwaa-vpc-
security-group

(オプション) 受信アクセスをポート 443 に制限するセキュリティ
グループの例
次の例にの例にの例インバウンドApache Airflow のポート 443 ですべての TCP トラフィックを許可する
セキュリティグループルールウェブサーバー。

タイプ プロトコル ポート範囲 Source タイプ ソース

HTTPS TCP 443 Custom sg-0909e8e81919/ 
my-mwaa-vpc-
security-group

VPC エンドポイントポリシー (プライベートルーティ
ングのみ)
あるVPC エンドポイント (AWS PrivateLink)ポリシーは、へのアクセスを制御しますAWSプライベートサ
ブネットのサービス。VPC エンドポイントポリシーは、VPC ゲートウェイまたはインターフェイスエン
ドポイントにアタッチする IAM リソースポリシーです。このセクションでは、各 VPC エンドポイントの 
VPC エンドポイントポリシーに必要な権限について説明します。

作成した VPC エンドポイントごとに、すべての VPC へのフルアクセスを許可する VPC インターフェイ
スエンドポイントポリシーを使用することをお勧めします。AWSサービス、および実行ロールを排他的に
使用するAWSアクセス許可。

144

https://docs.aws.amazon.com/mwaa/latest/userguide/vpc-create.html#vpc-create-required


Amazon Managed Workflows for 
Apache Airflow ユーザーガイド

VPC エンドポイントへのアクセスの管理

(推奨) すべてのアクセスを許可する VPC エンドポイントポリ
シーの例
次の例は、以下の Amazon VPC の VPC インターフェイスエンドポイントポリシーを示しています。プラ
イベートルーティング。

{ 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*", 
            "Principal": "*" 
        } 
    ]
}

(推奨) バケットアクセスを許可する Amazon S3 ゲートウェイエ
ンドポイントポリシーの例
以下の例で、Amazon ECR オペレーションに必要な Amazon S3 バケットへのアクセスを提供する VPC 
ゲートウェイエンドポイントポリシーを示します。プライベートルーティング。これは、DAG とサポート
ファイルが保存されているバケットに加えて、Amazon ECR イメージを取得するために必要です。

{ 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "Access-to-specific-bucket-only", 
      "Principal": "*", 
      "Action": [ 
        "s3:GetObject" 
      ], 
      "Effect": "Allow", 
      "Resource": ["arn:aws:s3:::prod-region-starport-layer-bucket/*"] 
    } 
  ]
}

Amazon MWAA での VPC エンドポイントへのアク
セスの管理

VPC エンドポイント (AWS PrivateLink) でホストされているサービスに VPC をプライベートに接続でき
るようになります。AWSインターネットゲートウェイ、NAT デバイス、VPN、またはファイアウォール
プロキシを必要としません。これらのエンドポイントは、VPC 内のインスタンス間の通信を可能にする、
水平にスケーラブルで可用性の高い仮想デバイスであり、AWSのサービス。このページでは、Amazon 
MWAA によって作成された VPC エンドポイントと、Apache Airflow の VPC エンドポイントにアクセ
スする方法について説明します。ウェブサーバーあなたが選んだらプライベートネットワークAmazon 
Managed Workflows for Apache Airflow (MWAA) にアクセスモード。

目次
• 料金 (p. 146)
• VPC エンドポイントの概要 (p. 146)
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料金

• パブリックネットワークアクセスモード (p. 146)
• プライベートネットワークアクセスモード (p. 146)

• 他を使用する許可AWSサービス (p. 147)
• VPC エンドポイントの表示 (p. 147)

• Amazon VPC コンソールで VPC エンドポイントを表示する (p. 147)
• Apache Airflow ウェブサーバーとその VPC エンドポイントのプライベート IP アドレスを特

定する (p. 147)
• Apache Airflow ウェブサーバーの VPC エンドポイントへのアクセス (プライベートネットワークアク

セス) (p. 148)
• AWS Client VPN の使用 (p. 148)
• Linux 踏み台ホストを使用する (p. 148)
• Load Balancer サーの使用 (詳細) (p. 149)

料金
• AWS PrivateLink 料金表

VPC エンドポイントの概要
Amazon MWAA 環境を作成すると、Amazon MWAA は環境の 1 ～ 2 つの VPC エンドポイントの間に
作成します。これらのエンドポイントは、Amazon VPC 内のプライベート IP を持つ Elastic Network 
Interfaces（ENI）として表示されます。これらのエンドポイントが作成されると、これらの IP 宛てのトラ
フィックは、プライベートまたはパブリックにルーティングされます。AWS環境で使用されるサービス。

パブリックネットワークアクセスモード
[] を選択した場合パブリックネットワークApache エアフローのアクセスモードウェブサーバー、ネット
ワークトラフィックはパブリックにルーティングされますインターネット経由で。

• Amazon MWAA は、Amazon Aurora PostgreSQL メタデータデータベースの VPC インターフェイスエ
ンドポイントを作成します。エンドポイントはプライベートサブネットにマッピングされたアベイラビ
リティーゾーンに作成され、他のサブネットからは独立しています。AWSアカウント。

• Amazon MWAA は、プライベートサブネットからインターフェイスエンドポイントに IP アドレスをバ
インドします。これは、Amazon VPC の各アベイラビリティーゾーンから 1 つの IP をバインドするベ
ストプラクティスをサポートするように設計されています。

プライベートネットワークアクセスモード
[] を選択した場合プライベートネットワークApache エアフローのアクセスモードウェブサーバーの場合、
ネットワークトラフィックはプライベートルーティングされますAmazon VPC 内。

• Amazon MWAA は Apache エアフロー用の VPC インターフェイスエンドポイントを作成します。ウェ
ブサーバー、および Amazon Aurora PostgreSQL メタデータデータベースのインターフェイスエンドポ
イントです。エンドポイントは、プライベートサブネットにマップされたアベイラビリティーゾーン内
に作成され、他のサブネットとは独立しています。AWSアカウント。

• Amazon MWAA は、プライベートサブネットからインターフェイスエンドポイントに IP アドレスをバ
インドします。これは、Amazon VPC の各アベイラビリティーゾーンから 1 つの IP をバインドするベ
ストプラクティスをサポートするように設計されています。
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他を使用する許可AWSサービス
インターフェイスエンドポイントは、の環境に対して実行ロールを使用します。AWS Identity and Access 
Management(IAM) 権限を管理するにはAWS環境で使用されるリソース。よりAWSサービスが環境に対
して有効になっている場合、各サービスでは、環境の実行ロールを使用して権限を設定する必要がありま
す。アクセス権限を追加するには、「」を参照してください。Amazon MWAA 実行ロール (p. 48)。

あなたが選んだらプライベートネットワークApache エアフローのアクセスモードウェブサーバーでは、
各エンドポイントの VPC エンドポイントポリシーでアクセス権限も許可する必要があります。詳細につい
ては、the section called “VPC エンドポイントポリシー (プライベートルーティングのみ)” (p. 144) を参
照してください。

VPC エンドポイントの表示
このセクションでは、Amazon MWAA によって作成された VPC エンドポイントを表示する方法
と、Apache Airflow VPC エンドポイントのプライベート IP アドレスを識別する方法について説明しま
す。

Amazon VPC コンソールで VPC エンドポイントを表示する
次のセクションでは、Amazon MWAA によって作成された VPC エンドポイントと、使用している場合に
作成した VPC エンドポイントを表示する手順を示します。プライベートルーティングAmazon VPC 用。

VPC エンドポイントを表示するには

1. を開くエンドポイントページで Amazon VPC コンソールを使用します。
2. を使用するAWSリージョンセレクタを使用して、リージョンを選択します。
3. Amazon MWAA によって作成された VPC インターフェイスエンドポイントと、使用している場合に

作成した VPC エンドポイントが表示されます。プライベートルーティングAmazon VPC で。

Amazon VPC で必要な VPC サービスエンドポイントの詳細については、プライベートルーティング「」
を参照してください。プライベートルーティングを使用して Amazon VPC に必要な VPC サービスエンド
ポイントを作成する (p. 149)。

Apache Airflow ウェブサーバーとその VPC エンドポイントのプ
ライベート IP アドレスを特定する
次の手順では、Apache Airflow ウェブサーバーとその VPC インターフェイスエンドポイントのホスト名、
およびそれらのプライベート IP アドレスを取得する方法について説明します。

1. 以下のを使用します。AWS Command Line Interface(AWS CLI) コマンドを実行して Apache Airflow 
のホスト名を取得しますウェブサーバー。

aws mwaa get-environment --name YOUR_ENVIRONMENT_NAME --query 
 'Environment.WebserverUrl'

次のような応答が表示されます。

"99aa99aa-55aa-44a1-a91f-f4552cf4e2f5-vpce.c10.us-west-2.airflow.amazonaws.com"

2. を実行掘る前のコマンドの応答で返されたホスト名に対するコマンド。例:

dig CNAME +short 99aa99aa-55aa-44a1-a91f-f4552cf4e2f5-vpce.c10.us-
west-2.airflow.amazonaws.com
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次のような応答が表示されます。

vpce-0699aa333a0a0a0-bf90xjtr.vpce-svc-00bb7c2ca2213bc37.us-west-2.vpce.amazonaws.com.

3. 以下のを使用します。AWS Command Line Interface(AWS CLI) コマンドを使用して、前のコマンドの
応答で返された VPC エンドポイント DNS 名を取得します。例:

aws ec2 describe-vpc-endpoints | grep vpce-0699aa333a0a0a0-bf90xjtr.vpce-
svc-00bb7c2ca2213bc37.us-west-2.vpce.amazonaws.com.

次のような応答が表示されます。

"DnsName": "vpce-066777a0a0a0-bf90xjtr.vpce-svc-00bb7c2ca2213bc37.us-
west-2.vpce.amazonaws.com",

4. 次のいずれかを実行します。nslookupまたは掘るApache Airflow ホスト名とその VPC エンドポイント 
DNS 名に対してコマンドを実行して、IP アドレスを取得します。例:

dig +short YOUR_AIRFLOW_HOST_NAME YOUR_AIRFLOW_VPC_ENDPOINT_DNS

次のような応答が表示されます。

10.199.11.111 
  10.999.11.33

Apache Airflow ウェブサーバーの VPC エンドポイン
トへのアクセス (プライベートネットワークアクセス)
あなたが選んだらプライベートネットワークApache エアフローのアクセスモードウェブサーバーで
は、Apache Airflow の VPC インターフェイスエンドポイントにアクセスするためのメカニズムを作成
する必要があります。ウェブサーバー。これらのリソースには、Amazon MWAA 環境と同じ Amazon 
VPC、VPC セキュリティグループ、およびプライベートサブネットを使用する必要があります。

AWS Client VPN の使用
AWS Client VPN は、オンプレミスネットワーク内の AWS リソースに安全にアクセスできるようにする、
クライアントベースのマネージド VPN サービスです。OpenVPN クライアントを使用して、あらゆる場所
から安全な TLS 接続を提供します。

Amazon MWAA チュートリアルに従って、Client VPN を設定することをお勧めします。チュートリアル:
を使用したプライベートネットワークアクセスの設定AWS Client VPN (p. 171)。

Linux 踏み台ホストを使用する
踏み台ホストは、コンピュータからのインターネットなどの外部ネットワークからプライベートネット
ワークへのアクセスを提供することを目的としたサーバーです。Linux インスタンスはパブリックサブ
ネットにあり、踏み台ホストを実行している基盤となる Amazon EC2 インスタンスにアタッチされたセ
キュリティグループからの SSH アクセスを許可するセキュリティグループを使用してセットアップされま
す。

Amazon MWAA チュートリアルに従って Linux 踏み台ホストを設定することをお勧めします。チュートリ
アル:Linux Bastion ホストを使用したプライベートネットワークアクセスの設定 (p. 179)。
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の VPC サービスエンドポイント

Load Balancer サーの使用 (詳細)
次のセクションでは、に適用する必要がある設定について説明します。Application Load Balancerまた
はNetwork Load Balancer。

1. ターゲットグループ。Apache Airflow のプライベート IP アドレスを指すターゲットグループを使用す
る必要があります。ウェブサーバーおよび VPC インターフェイスエンドポイント。両方のプライベー
ト IP アドレスを登録ターゲットとして指定することをお勧めします。1 つだけを使用すると可用性
が低下する可能性があります。プライベート IP アドレスを特定するには、を参照してください。the 
section called “Apache Airflow ウェブサーバーとその VPC エンドポイントのプライベート IP アドレ
スを特定する” (p. 147)このページにあります。

2. ステータスコード。を使用することをお勧めします。200そして302ターゲットグループ設定のステー
タスコード。そうしないと、Apache Airflow の VPC エンドポイントの場合、ターゲットに異常フラグ
が付けられる可能性があります。ウェブサーバーで応答します。302 Redirectというエラーが表示
される。

3. HTTPS リスナ。Apache Airflow のターゲットポートを指定する必要がありますウェブサーバー。例:

Protocol - 。 ポート

転送制御プロトコル 443

4. ACM 新しいドメイン。で SSL/TLS 証明書を関連付ける場合AWS Certificate Managerでは、ロードバ
ランサーの HTTPS リスナー用の新しいドメインを作成する必要があります。

5. ACM 証明書リージョン。で SSL/TLS 証明書を関連付ける場合AWS Certificate Managerの場合は、同
じにアップロードする必要があります。AWSお客様の環境としてのリージョン。例:

• Example 証明書をアップロードするリージョン

aws acm import-certificate --certificate fileb://Certificate.pem --certificate-
chain fileb://CertificateChain.pem --private-key fileb://PrivateKey.pem --region 
 us-west-2

プライベートルーティングを使用して Amazon 
VPC に必要な VPC サービスエンドポイントを作成
する

インターネットにアクセスできない既存の Amazon VPC ネットワークでは Apache Airflow 用の Apache 
Airflow (MWAAAWS PrivateLink) でApache Airflow を使用するには追加の VPC サービスエンドポイント 
() が必要です (MWAA)。このページでは、Amazon MWAAAWS が使用するサービスに必要な VPC エンド
ポイント、Apache Airflow に必要な VPC エンドポイント、VPC エンドポイントを作成してプライベート
ルーティングで既存の Amazon VPC にアタッチする方法について説明します。

目次
• 料金 (p. 150)
• プライベートネットワークとプライベートルーティング (p. 151)
• (必須) VPC エンドポイント (p. 152)
• 必要な VPC エンドポイントをアタッチする (p. 152)

• AWSサービスに必要な VPC エンドポイント (p. 152)
• Apache Airflow に必要な VPC エンドポイントが必要です (p. 154)
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料金

• (オプション) Amazon S3 VPC インターフェイスエンドポイントのプライベート IP アドレスを有効に
する (p. 155)

• Route 53 を使用する (p. 155)
• カスタム DNS を使用する VPC (p. 156)

料金
• AWS PrivateLink の料金
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プライベートネットワークとプライベートルーティング

プライベートネットワークとプライベートルーティン
グ

プライベートネットワークアクセスモードでは、Apache Airflow UI へのアクセスは、ご使用の環境の IAM 
ポリシーへのアクセスが許可されている (p. 35) Amazon VPC 内のユーザーに制限されます。

プライベート Web サーバーにアクセスできる環境を作成する場合は、すべての依存関係を Python wheel 
archive (.whl) にパッケージ化し、.whlでを参照する必要がありますrequirements.txt。wheel を使
用して依存関係をパッケージ化およびインストールする手順については、「Python wheel を使用した依存
関係の管理 (p. 276)」を参照してください。
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(必須) VPC エンドポイント

以下の画像は、Amazon MWAA コンソールでプライベートネットワークオプションを確認できる場所を示
しています。

• プライベートルーティング。インターネットにアクセスできない Amazon VPC (p. 137) は、VPC 内の
ネットワークトラフィックを制限します。このページでは、Amazon VPC がインターネットにアクセス
できないことを前提としており、AWS環境で使用されるサービスごとに VPC エンドポイントが必要で
あり、Amazon MWAAAWS 環境と同じリージョンと Amazon VPC にある Apache Airflow 用の VPC エ
ンドポイントが必要です。

(必須) VPC エンドポイント
次のセクションでは、インターネットにアクセスできない Amazon VPC に必要な VPC エンドポイントを
示しています。Amazon MWAAAWS が使用する各サービスの VPC エンドポイントが一覧表示されます。
これには、Apache Airflow に必要な VPC エンドポイントも含まれます。

com.amazonaws.YOUR_REGION.s3
com.amazonaws.YOUR_REGION.monitoring
com.amazonaws.YOUR_REGION.ecr.dkr
com.amazonaws.YOUR_REGION.ecr.api
com.amazonaws.YOUR_REGION.logs
com.amazonaws.YOUR_REGION.sqs
com.amazonaws.YOUR_REGION.kms
com.amazonaws.YOUR_REGION.airflow.api
com.amazonaws.YOUR_REGION.airflow.env
com.amazonaws.YOUR_REGION.airflow.ops

必要な VPC エンドポイントをアタッチする
このセクションでは、Amazon VPC に必要な VPC エンドポイントをプライベートルーティングでアタッ
チする手順について説明します。

AWSサービスに必要な VPC エンドポイント
次のセクションでは、AWS環境で使用されるサービスの VPC エンドポイントを既存の Amazon VPC にア
タッチする手順を示しています。

VPC エンドポイントをプライベートサブネットにアタッチするには

1. Amazon VPC コンソールでエンドポイントを開きますする
2. AWS地域セレクターを使用して地域を選択します。
3. Amazon S3 のエンドポイントを作成しますする

a. [エンドポイントの作成] を選択します。
b. 「属性によるフィルター」または「キーワードによる検索」テキストフィールドに、「:」と入力

し.s3、キーボードの Enter キーを押します。
c. ゲートウェイタイプとしてリストされているサービスエンドポイントを選択することをお勧めし

ます。
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必要な VPC エンドポイントをアタッチする

例えば、com.amazonaws.us-west-2.s3 amazon Gateway です。
d. VPC 内のご使用の環境の Amazon VPC を選択してください。
e. 異なるアベイラビリティーゾーンにある 2 つのプライベートサブネットが選択されていること、

および [DNS 名を有効にする] を選択してプライベート DNS が有効になっていることを確認しま
す。

f. 環境の Amazon VPC セキュリティグループを選択します。
g. 「ポリシー」で「フルアクセス」を選択します。
h. [Create endpoint] (エンドポイントの作成) を選択します。

4. Amazon ECR の最初のエンドポイントを作成します。

a. [エンドポイントの作成] を選択します。
b. 「属性によるフィルター」または「キーワードによる検索」テキストフィールドに、「:」と入力

し.ecr.dkr、キーボードの Enter キーを押します。
c. サービスエンドポイントを選択しますする
d. VPC 内のご使用の環境の Amazon VPC を選択してください。
e. 異なるアベイラビリティーゾーンにある 2 つのプライベートサブネットが選択され、[DNS 名を

有効にする] が有効になっていることを確認します。
f. 環境の Amazon VPC セキュリティグループを選択します。
g. 「ポリシー」で「フルアクセス」を選択します。
h. [Create endpoint] (エンドポイントの作成) を選択します。

5. Amazon ECR の 2 つ目のエンドポイントを作成します。

a. [エンドポイントの作成] を選択します。
b. 「属性によるフィルター」または「キーワードによる検索」テキストフィールドに、「:」と入力

し.ecr.api、キーボードの Enter キーを押します。
c. サービスエンドポイントを選択しますする
d. VPC 内のご使用の環境の Amazon VPC を選択してください。
e. 異なるアベイラビリティーゾーンにある 2 つのプライベートサブネットが選択され、[DNS 名を

有効にする] が有効になっていることを確認します。
f. 環境の Amazon VPC セキュリティグループを選択します。
g. 「ポリシー」で「フルアクセス」を選択します。
h. [Create endpoint] (エンドポイントの作成) を選択します。

6. CloudWatch ログのエンドポイントの作成:

a. [エンドポイントの作成] を選択します。
b. 「属性によるフィルター」または「キーワードによる検索」テキストフィールドに、「:」と入力

し.logs、キーボードの Enter キーを押します。
c. サービスエンドポイントを選択しますする
d. VPC 内のご使用の環境の Amazon VPC を選択してください。
e. 異なるアベイラビリティーゾーンにある 2 つのプライベートサブネットが選択され、[DNS 名を

有効にする] が有効になっていることを確認します。
f. 環境の Amazon VPC セキュリティグループを選択します。
g. 「ポリシー」で「フルアクセス」を選択します。
h. [Create endpoint] (エンドポイントの作成) を選択します。

7. CloudWatch 監視用のエンドポイントの作成:

a. [エンドポイントの作成] を選択します。
b. 「属性によるフィルター」または「キーワードによる検索」テキストフィールドに、「:」と入力

し.monitoring、キーボードの Enter キーを押します。
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必要な VPC エンドポイントをアタッチする

c. サービスエンドポイントを選択しますする
d. VPC 内のご使用の環境の Amazon VPC を選択してください。
e. 異なるアベイラビリティーゾーンにある 2 つのプライベートサブネットが選択され、[DNS 名を

有効にする] が有効になっていることを確認します。
f. 環境の Amazon VPC セキュリティグループを選択します。
g. 「ポリシー」で「フルアクセス」を選択します。
h. [Create endpoint] (エンドポイントの作成) を選択します。

8. Amazon SQS のエンドポイントを作成します。

a. [エンドポイントの作成] を選択します。
b. 「属性によるフィルター」または「キーワードによる検索」テキストフィールドに、「:」と入力

し.sqs、キーボードの Enter キーを押します。
c. サービスエンドポイントを選択しますする
d. VPC 内のご使用の環境の Amazon VPC を選択してください。
e. 異なるアベイラビリティーゾーンにある 2 つのプライベートサブネットが選択され、[DNS 名を

有効にする] が有効になっていることを確認します。
f. 環境の Amazon VPC セキュリティグループを選択します。
g. 「ポリシー」で「フルアクセス」を選択します。
h. [Create endpoint] (エンドポイントの作成) を選択します。

9. AWS KMS次のエンドポイントを作成します。

a. [エンドポイントの作成] を選択します。
b. 「属性によるフィルター」または「キーワードによる検索」テキストフィールドに、「:」と入力

し.kms、キーボードの Enter キーを押します。
c. サービスエンドポイントを選択しますする
d. VPC 内のご使用の環境の Amazon VPC を選択してください。
e. 異なるアベイラビリティーゾーンにある 2 つのプライベートサブネットが選択され、[DNS 名を

有効にする] が有効になっていることを確認します。
f. 環境の Amazon VPC セキュリティグループを選択します。
g. 「ポリシー」で「フルアクセス」を選択します。
h. [Create endpoint] (エンドポイントの作成) を選択します。

Apache Airflow に必要な VPC エンドポイントが必要です
以下のセクションでは、Apache Airflow の VPC エンドポイントを既存の Amazon VPC にアタッチする手
順を示しています。

VPC エンドポイントをプライベートサブネットにアタッチするには

1. Amazon VPC コンソールでエンドポイントを開きますする
2. AWS地域セレクターを使用して地域を選択します。
3. Apache エアフロー API のエンドポイントを作成します。

a. [エンドポイントの作成] を選択します。
b. 「属性によるフィルター」または「キーワードによる検索」テキストフィールドに、「:」と入力

し.airflow.api、キーボードの Enter キーを押します。
c. サービスエンドポイントを選択しますする
d. VPC 内のご使用の環境の Amazon VPC を選択してください。
e. 異なるアベイラビリティーゾーンにある 2 つのプライベートサブネットが選択され、[DNS 名を

有効にする] が有効になっていることを確認します。
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(オプション) Amazon S3 VPC インターフェイスエン
ドポイントのプライベート IP アドレスを有効にする

f. 環境の Amazon VPC セキュリティグループを選択します。
g. 「ポリシー」で「フルアクセス」を選択します。
h. [Create endpoint] (エンドポイントの作成) を選択します。

4. Apache エアフロー環境の最初のエンドポイントを作成します。

a. [エンドポイントの作成] を選択します。
b. 「属性によるフィルター」または「キーワードによる検索」テキストフィールドに、「:」と入力

し.airflow.env、キーボードの Enter キーを押します。
c. サービスエンドポイントを選択しますする
d. VPC 内のご使用の環境の Amazon VPC を選択してください。
e. 異なるアベイラビリティーゾーンにある 2 つのプライベートサブネットが選択され、[DNS 名を

有効にする] が有効になっていることを確認します。
f. 環境の Amazon VPC セキュリティグループを選択します。
g. 「ポリシー」で「フルアクセス」を選択します。
h. [Create endpoint] (エンドポイントの作成) を選択します。

5. Apache Airflow オペレーション用の 2 つ目のエンドポイントを作成します。

a. [エンドポイントの作成] を選択します。
b. 「属性によるフィルター」または「キーワードによる検索」テキストフィールドに、「:」と入力

し.airflow.ops、キーボードの Enter キーを押します。
c. サービスエンドポイントを選択しますする
d. VPC 内のご使用の環境の Amazon VPC を選択してください。
e. 異なるアベイラビリティーゾーンにある 2 つのプライベートサブネットが選択され、[DNS 名を

有効にする] が有効になっていることを確認します。
f. 環境の Amazon VPC セキュリティグループを選択します。
g. 「ポリシー」で「フルアクセス」を選択します。
h. [Create endpoint] (エンドポイントの作成) を選択します。

(オプション) Amazon S3 VPC インターフェイスエン
ドポイントのプライベート IP アドレスを有効にする
Amazon S3 インターフェイスエンドポイントはプライベート DNS をサポートしていません。S3 エンドポ
イントのリクエストは、引き続きパブリック IP アドレスに解決されます。S3 アドレスをプライベート IP 
アドレスに解決するには、S3 リージョナルエンドポイントの Route 53 にプライベートホストゾーンを追
加する必要があります。

Route 53 を使用する
このセクションでは、Route 53 を使用して S3 インターフェースエンドポイントのプライベート IP アドレ
スを有効にする手順について説明します。

1. Amazon S3 VPC インターフェイスエンドポイント用のプライベートホストゾーンを作成し
て (s3.eu-west-1.amazonaws.com など) を作成しし、Amazon VPC に関連付けします (s3.eu-
west-1.amazonaws.com など)。

2. Amazon S3 VPC インターフェイスエンドポイント (s3.eu-west-1.amazonaws.com など) に、VPC イ
ンターフェイスエンドポイントの DNS 名に対応するエイリアス A レコードを作成します。

3. VPC インターフェイスエンドポイントの DNS 名に変換される Amazon S3 インターフェイスエンド
ポイント (*.s3.eu-west-1.amazonaws.com など) のエイリアス A ワイルドカードレコードを作成しま
す。
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(オプション) Amazon S3 VPC インターフェイスエン
ドポイントのプライベート IP アドレスを有効にする

カスタム DNS を使用する VPC
Amazon VPC がカスタム DNS ルーティングを使用している場合は、CNAME レコードを作成して DNS リ
ゾルバー (Route 53 ではなく、通常は DNS サーバーを実行する EC2 インスタンス) に変更を加える必要
があります。例:

Name: s3.us-west-2.amazonaws.com
Type: CNAME
Value:  *.vpce-0f67d23e37648915c-e2q2e2j3.s3.eu-west-1.vpce.amazonaws.com
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チュートリアル:継続的デリバリー (CD) パイプライン

Amazon Managed Workflows for 
Apache Airflow (MWAA) のチュート
リアル

このガイドには、Apache Airflow 用の Amazon マネージドワークフロー (MWAA) 環境の使用と設定に関す
るステップバイステップのチュートリアルが含まれています。

トピックス
• チュートリアル:継続的デリバリー (CD) aws-mwaa-local-runner パイプラインでのの設定 (p. 157)
• チュートリアル:を使用したプライベートネットワークアクセスの設定AWS Client VPN (p. 171)
• チュートリアル:Linux Bastion ホストを使用したプライベートネットワークアクセスの設定 (p. 179)
• チュートリアル:Amazon MWAA ユーザーのアクセス権を DAG のサブセットに制限する (p. 186)

チュートリアル:継続的デリバリー (CD) aws-mwaa-
local-runner パイプラインでのの設定

このチュートリアルでは、Apache Airflow 用 Amazon マネージドワークフロー (MWAA) GitHub を使用し
て Apache Airflow コードをローカルでテストし、継続的デリバリー (CD) aws-mwaa-local-runnerパイプラ
インを構築するプロセスについて説明します。AWS CloudFormationAWSテンプレートを使用して必要な
リソースを作成します。次の方法について説明します。

• オプションで、AWSこのチュートリアルのリソースを使用するための Amazon VPC を作成します。
• リポジトリをフォークして、aws-mwaa-local-runner GitHub アカウントにのコピーを作成します。
• の Docker イメージを作成し、aws-mwaa-local-runnerタグ付けして、プライベート Amazon ECR リポ

ジトリにプッシュします。
• Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) クラスターと、Amazon Elastic ContainerAWS 

Fargate Service (Amazon ECS) クラスターと Docker コンテナイメージ用のサービスを作成しますaws-
mwaa-local-runner。

目次
• GitHub ワークフローについて (p. 158)
• 前提条件 (p. 158)

• Docker (p. 158)
• AWS CLI (p. 158)

• ステップ 1: (オプション) Amazon VPC を作成する (p. 158)
• ステップ 2: Docker イメージを作成する (p. 161)
• ステップ 3: Amazon ECR で Docker イメージレジストリを作成する (p. 162)
• ステップ 4: Docker クライアントを認証する (p. 163)
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GitHub ワークフローについて

• ステップ 5: Docker イメージをプッシュする (p. 164)
• ステップ 6: Amazon ECS クラスターを作成する (p. 165)
• ステップ 7: タスク定義を次の場所にプッシュする GitHub (p. 167)
• ステップ 8:AWS お客様と Amazon ECR 情報を以下に追加します。 GitHub (p. 168)
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GitHub ワークフローについて
実際には、テストが成功した場合にのみ、ローカルランナー用の新しい Docker コンテナイメージを構築
して Amazon ECR と Amazon ECS GitHub GitHub にデプロイするワークフローにしたいと考えていま
す。 GitHub このチュートリアルのワークフローでは、 GitHub 次のアクションを使用します。

• mainローカルランナーリポジトリのブランチをチェックアウトするためのアクション/チェックアウト
ワークフロー。

• configure-aws-credentialsAWS認証情報シークレットを使用するワークフロー。
• Amazon ECR amazon-ecr-loginにログインしてコンテナイメージをデプロイするワークフロー。
• コンテナイメージ URI を Amazon ECS amazon-ecs-render-taskタスク定義 JSON ファイルに挿入し、

新しいタスク定義ファイルを作成する-definition ワークフロー。
• Amazon ECS amazon-ecs-deploy-taskタスク定義を登録して Amazon ECS Fargate サービスにデプロイ

するための-definition ワークフロー。

前提条件
このセクションでは、チュートリアルの手順を完了するために必要なツールとリソースについて説明しま
す。

Docker
• お使いのオペレーティングシステムに Docker がインストールされています。

AWS CLI
AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、コマンドラインシェルでコマンドを使用して AWS サービ
スとやり取りするためのオープンソースツールです。このページの手順を完了するには、次のものが必要
です。

• AWS CLI-バージョン 2 をインストールします。
• AWS CLI—によるクイック設定aws configure。

ステップ 1: (オプション) Amazon VPC を作成する
インターネットゲートウェイが接続された Amazon VPC、NAT ゲートウェイが接続されたプライベートサ
ブネット、および自動割り当てパブリック IP アドレス設定が割り当てられたパブリックサブネットが必要
です。Amazon MWAA 環境に使用している Amazon VPC を変更したくない場合は、AWS CloudFormation
このセクションのテンプレートを使用して、これらのコンポーネントを含む新しい VPC を作成します。
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ステップ 1: (オプション) Amazon VPC を作成する

Note

このステップを完了したら、AWS CloudFormationコンソールを開いたままにして、「出力」タブ
に詳細をコピーします。

1. AWS CloudFormation コンソールを開きます。
2. AWS地域セレクターを使用して地域を選択します。
3. [スタックの作成] を選択し、[テンプレートの準備完了] を選択し、テンプレートファイルをアップ

ロードします。
4. mwaa_local_runner_vpc_public.yamlテンプレートを使用してスタックを作成します。のス

タック名を指定することをお勧めしますmwaa-cicd-vpc。テンプレートをダウンロードすることもで
きます。

Description:  This template deploys a VPC, with a pair of public and private subnets  
  across two Availability Zones (AZ). It deploys an internet gateway, with a default 
  route on the public subnets. It deploys a pair of NAT gateways (one in each AZ), 
  and default routes for them in the private subnets.

Parameters: 
  EnvironmentName: 
    Description: A name that is prefixed to resource names 
    Type: String 
    Default: mwaa-cicd- 

  VpcCIDR: 
    Description: The IP range (CIDR notation) for this VPC 
    Type: String 
    Default: 10.0.0.0/16 

  PublicSubnet1CIDR: 
    Description: The IP range (CIDR notation) for the public subnet in the first 
 Availability Zone 
    Type: String 
    Default: 10.0.0.0/24 

  PrivateSubnet1CIDR: 
    Description: The IP range (CIDR notation) for the private subnet in the first 
 Availability Zone 
    Type: String 
    Default: 10.0.1.0/24

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: !Ref VpcCIDR 
      EnableDnsSupport: true 
      EnableDnsHostnames: true 
      Tags: 
        - Key: Name 
          Value: !Ref EnvironmentName 

  InternetGateway: 
    Type: AWS::EC2::InternetGateway 
    Properties: 
      Tags: 
        - Key: Name 
          Value: !Ref EnvironmentName 

  InternetGatewayAttachment: 
    Type: AWS::EC2::VPCGatewayAttachment 
    Properties: 
      InternetGatewayId: !Ref InternetGateway 
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ステップ 1: (オプション) Amazon VPC を作成する

      VpcId: !Ref VPC 

  PublicSubnet1: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: !Ref VPC 
      AvailabilityZone: !Select [ 0, !GetAZs '' ] 
      CidrBlock: !Ref PublicSubnet1CIDR 
      MapPublicIpOnLaunch: true 
      Tags: 
        - Key: Name 
          Value: !Sub ${EnvironmentName}Public Subnet (AZ1) 

  PrivateSubnet1: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: !Ref VPC 
      AvailabilityZone: !Select [ 0, !GetAZs  '' ] 
      CidrBlock: !Ref PrivateSubnet1CIDR 
      MapPublicIpOnLaunch: false 
      Tags: 
        - Key: Name 
          Value: !Sub ${EnvironmentName}Private Subnet (AZ1) 

  NatGateway1EIP: 
    Type: AWS::EC2::EIP 
    DependsOn: InternetGatewayAttachment 
    Properties: 
      Domain: vpc 

  NatGateway1: 
    Type: AWS::EC2::NatGateway 
    Properties: 
      AllocationId: !GetAtt NatGateway1EIP.AllocationId 
      SubnetId: !Ref PublicSubnet1 

  PublicRouteTable: 
    Type: AWS::EC2::RouteTable 
    Properties: 
      VpcId: !Ref VPC 
      Tags: 
        - Key: Name 
          Value: !Sub ${EnvironmentName}Public Routes 

  DefaultPublicRoute: 
    Type: AWS::EC2::Route 
    DependsOn: InternetGatewayAttachment 
    Properties: 
      RouteTableId: !Ref PublicRouteTable 
      DestinationCidrBlock: 0.0.0.0/0 
      GatewayId: !Ref InternetGateway 

  PublicSubnet1RouteTableAssociation: 
    Type: AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation 
    Properties: 
      RouteTableId: !Ref PublicRouteTable 
      SubnetId: !Ref PublicSubnet1 

  PrivateRouteTable1: 
    Type: AWS::EC2::RouteTable 
    Properties: 
      VpcId: !Ref VPC 
      Tags: 
        - Key: Name 
          Value: !Sub ${EnvironmentName}Private Routes (AZ1) 
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ステップ 2: Docker イメージを作成する

  DefaultPrivateRoute1: 
    Type: AWS::EC2::Route 
    Properties: 
      RouteTableId: !Ref PrivateRouteTable1 
      DestinationCidrBlock: 0.0.0.0/0 
      NatGatewayId: !Ref NatGateway1 

  PrivateSubnet1RouteTableAssociation: 
    Type: AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation 
    Properties: 
      RouteTableId: !Ref PrivateRouteTable1 
      SubnetId: !Ref PrivateSubnet1 

  SecurityGroup: 
    Type: AWS::EC2::SecurityGroup 
    Properties: 
      GroupName: "mwaa-cicd" 
      GroupDescription: "Security group with a self-referencing inbound rule." 
      VpcId: !Ref VPC 

  SecurityGroupIngress: 
    Type: AWS::EC2::SecurityGroupIngress 
    Properties: 
      GroupId: !Ref SecurityGroup 
      IpProtocol: "-1" 
      SourceSecurityGroupId: !Ref SecurityGroup

Outputs: 
  VPC: 
    Description: A reference to the created VPC 
    Value: !Ref VPC 

  PublicSubnets: 
    Description: A list of the public subnets 
    Value: !Join [ ",", [ !Ref PublicSubnet1 ]] 

  PrivateSubnets: 
    Description: A list of the private subnets 
    Value: !Join [ ",", [ !Ref PrivateSubnet1 ]] 

  PublicSubnet1: 
    Description: A reference to the public subnet in the 1st Availability Zone 
    Value: !Ref PublicSubnet1 

  PrivateSubnet1: 
    Description: A reference to the private subnet in the 1st Availability Zone 
    Value: !Ref PrivateSubnet1 

  SecurityGroupIngress: 
    Description: Security group with a self-referencing inbound rule 
    Value: !Ref SecurityGroupIngress

5. Amazon VPC を作成したら、[出力] を選択し、Amazon VPC のすべての識別子をコピーします。

ステップ 2: Docker イメージを作成する
以下の手順は、aws-mwaa-local-runnerリポジトリをフォークする方法を示していますGitHub。デフォルト
では、Apache Airflowmain の最新バージョンであるローカルランナーのブランチを使用します。入手可能
な最新バージョンは、Apache Airflow v2.5.5.5.1 です。フォークはリポジトリのコピーです。リポジトリを
フォークすると、元のプロジェクトに影響を与えることなく、DAG、Python の依存関係、カスタムプラグ
インを自由に試してリポジトリにプッシュできます。

1. 開いてaws-mwaa-local-runner、「フォーク」を選択します。
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ステップ 3: Amazon ECR で Docker 
イメージレジストリを作成する

2. コマンドプロンプトを開き、ローカルにプロジェクトディレクトリを作成し、フォークされたリポジ
トリをこのディレクトリにクローンします。例:

mkdir mwaa-cicd
cd mwaa-cicd
git clone git@github.com:your-git-user-name/aws-mwaa-local-runner.git
cd aws-mwaa-local-runner

3. オプション-macOS。Docker デスクトッププログラムを開きます。
4. コマンドプロンプトウィンドウに戻り、aws-mwaa-local-runnerディレクトリ内に Docker コンテ

ナーイメージをビルドします。

./mwaa-local-env build-image

5. ローカルの Apache エアフロー環境を起動します。

./mwaa-local-env start

6. http://localhost:8080/ で Apache Airflow にログインしてください:

a. ユーザー名:管理者
b. パスワード:テスト

7. リポジトリをフォークして Apache Airflow がローカルで実行されていることを確認したら、キーボー
ドの Ctrl+C を使用してコンテナを停止します。

ステップ 3: Amazon ECR で Docker イメージレジス
トリを作成する
このチュートリアルのステップを完了するには、ユーザー、グループ、またはロールAWS Identity and 
Access Management (IAM) に特定の権限が必要です。このセクションには、Amazon ECR リポジトリ
を作成し、AWS CloudFormation必要最小限の権限をアタッチするテンプレートが含まれています。デ
フォルトでは、AWSテンプレートはアカウント内のすべてのユーザーにアクセス権を与えます。サンプ
ル ARN は、CDAWS パイプラインのリソースへのアクセスを必要とする IAM 内の既存のロール、ユー
ザー、またはグループの代わりに使用できます。

Note

このステップを完了したら、AWS CloudFormationコンソールを開いたままにして、「出力」タブ
に詳細をコピーします。

1. AWS CloudFormation コンソールを開きます。
2. AWS地域セレクターを使用して地域を選択します。
3. [スタックの作成] を選択し、[テンプレートの準備完了] を選択し、テンプレートファイルをアップ

ロードします。
4. mwaa_local_runner_ecr_repo.yamlテンプレートを使用してスタックを作成します。のスタック

名を指定することをお勧めしますmwaa-cicd-ecr。テンプレートをダウンロードすることもできます。

AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Description: Creates an ECR repository with the permissions needed to push and pull 
 images. It gives any user in the account access.
Parameters:  
    RepoName: 
      Type: String 
      Default: mwaa-cicd 
      Description: The name of the ECR repository.
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ステップ 4: Docker クライアントを認証する

Resources: 
  Repository: 
    Type: AWS::ECR::Repository 
    Properties: 
      RepositoryName: !Ref RepoName 
      RepositoryPolicyText:  
        Version: "2012-10-17" 
        Statement:  
          - Sid: AllowPushPull 
            Effect: Allow 
            Principal:  
              AWS:  
                - !Sub "arn:aws:iam::${AWS::AccountId}:root" 
            Action:  
              - "ecr:GetAuthorizationToken" 
              - "ecr:GetRepositoryPolicy" 
              - "ecr:GetDownloadUrlForLayer" 
              - "ecr:BatchGetImage" 
              - "ecr:BatchCheckLayerAvailability" 
              - "ecr:PutImage" 
              - "ecr:ListImages" 
              - "ecr:DescribeImages" 
              - "ecr:DescribeRepositories" 
              - "ecr:InitiateLayerUpload" 
              - "ecr:UploadLayerPart" 
              - "ecr:CompleteLayerUpload"
Outputs: 
  EcrRepoName: 
    Value: !Ref RepoName 
   
  EcrRepositoryUri: 
    Value: !GetAtt Repository.RepositoryUri

5. リポジトリを作成したら、[出力] を選択し、Amazon ECR URIEcrRepositoryUri をコピーしま
す。また、の describe-repositoriesAWS CLI コマンドを使用して、にあるリポジトリの URI を取得す
ることもできますrepositoryUri。

aws ecr describe-repositories --repository-names mwaa-cicd

ステップ 4: Docker クライアントを認証する
次のステップでは、Amazon ECR 認証情報を Docker CLI に追加する方法を示します。これにより、認証
トークンが取得され、Amazon ECR プライベートレジストリで Docker クライアントを認証します。

1. コマンドプロンプトで、ディレクトリをローカルランナーディレクトリのルートに変更します。例:

cd mwaa-cicd/aws-mwaa-local-runner

2. Docker list image コマンドを実行し、amazon/mwaa-localTAGおよびの値の名前を書き留めま
すIMAGE ID。

docker image ls

3. get-login-passwordコマンドを実行して認証します。これにより、Docker CLIAWS にアカウントへの
アクセス権限が付与されます。の値を、regionAWS前の手順で指定した地域に置き換えます。例:

aws ecr get-login-password --region YOUR_REGION | docker login --username AWS --
password-stdin YOUR_ACCOUNT_ID.dkr.ecr.YOUR_REGION.amazonaws.com
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ステップ 5: Docker イメージをプッシュする

出力は次のようになります。

Login Succeeded

ステップ 5: Docker イメージをプッシュする
このセクションでは、Docker イメージにタグを付けて Amazon ECR にプッシュする手順について説明し
ます。

イメージにタグを付けます

1. まだコマンドプロンプトを開いていない場合は、ディレクトリをローカルランナーディレクトリの
ルートに変更します。例:

cd mwaa-cicd/aws-mwaa-local-runner

2. リポジトリの URL を使用して、amazon/mwaa-local:2.0前のステップのタグを指定して Docker 
tag コマンドを実行します。サンプル値を URI に置き換えてください。例:

docker image tag amazon/mwaa-
local:2.0 YOUR_ACCOUNT_ID.dkr.ecr.YOUR_REGION.amazonaws.com/mwaa-cicd:2.0

レスポンスには出力は含まれていません。
3. リポジトリの Docker タグを確認してください。

docker image ls

出力は次のようになります。

REPOSITORY                                                         TAG         IMAGE ID 
       CREATED             SIZE
YOUR_ACCOUNT.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/mwaa-cicd             2.0         
 5f6473ce154e   About an hour ago   1.33GB
amazon/mwaa-local                                                  2.0         
 5f6473ce154e   About an hour ago   1.33GB
postgres                                                           10-alpine   
 17ec9988ae21   2 days ago          72.8MB

4. Docker push コマンドを実行し、リポジトリにプッシュします。サンプル値を URI に置き換えてくだ
さい。例:

docker image push YOUR_ACCOUNT_ID.dkr.ecr.YOUR_REGION.amazonaws.com/mwaa-cicd:2.0

5. 出力は次のようになります。

5f70bf18a086: Pushed  
299dc11cc9fc: Pushed  
999fe11097c8: Pushed  
99a9119976aa: Pushed  
99c8a1192b0a: Pushed  
ccccac999f7f: Pushed  
499481199891: Pushed  
ca9911963715: Pushed  
cf299ec9e179: Pushed  
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964c9939e7a2: Pushed  
3d99d0d9910f: Pushed  
919bfe99a642: Pushed  
ae99f399c8e7: Pushed  
latest: digest: sha256:ee0008e584b009be056ef1c0d46f00438b316111c80009141114e45b115d9a52 
 size: 3033

6. describe-images コマンドを実行すると、レジストリの概要が表示されます。Amazon ECR コンソー
ルの [リポジトリ] ページで Amazon ECR リポジトリの概要にアクセスすることもできます。

aws ecr describe-images --repository-name mwaa-cicd

出力は次のようになります。

{ 
    "imageDetails": [ 
        { 
            "registryId": "YOUR_ACCOUNT_ID", 
            "repositoryName": "mwaa-cicd", 
            "imageDigest": 
 "sha256:ee0008e584b009be056ef1c0d46f00438b316111c80009141114e45b115d9a52", 
            "imageTags": [ 
                "latest" 
            ], 
            "imageSizeInBytes": 504790381, 
            "imagePushedAt": "2021-08-26T15:39:43-06:00", 
            "imageManifestMediaType": "application/
vnd.docker.distribution.manifest.v2+json", 
            "artifactMediaType": "application/vnd.docker.container.image.v1+json" 
        } 
    ]
}

ステップ 6: Amazon ECS クラスターを作成する
Amazon ECS クラスターで Docker コンテナを実行するには、タスク定義が必要です。AWS 
CloudFormation次のテンプレートは、ローカルランナー用の Docker イメージを含む Amazon ECS 
Fargate クラスターをデプロイします。これには、Fargate のタスク定義と Amazon ECS に必要な実行
ロールポリシーが含まれています。

これらの手順では、Amazon MWAA 環境と同じ Amazon VPC、パブリックサブネット、セキュリティグ
ループを選択できますが、このテンプレートの説明では、前のステップで作成した Amazon VPC コンポー
ネントを使用していることを前提としています。

1. AWS CloudFormation コンソールを開きます。
2. AWS地域セレクターを使用して地域を選択します。
3. [スタックの作成] を選択し、[テンプレートの準備完了] を選択し、テンプレートファイルをアップ

ロードします。
4. mwaa_local_runner_ecs_cluster.yamlテンプレートを使用してスタックを作成します。の値

を、タグを含む Amazon ECR リポジトリのImage URI に置き換えます。のスタック名を指定するこ
とをお勧めしますmwaa-cicd-ecs。テンプレートをダウンロードすることもできます。

  AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09" 
  Description:  This template deploys an ECS Fargate cluster with an Amazon Linux 
 image. 
  Parameters: 
    VpcId: 
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ステップ 6: Amazon ECS クラスターを作成する

      Type: AWS::EC2::VPC::Id 
      Description: Select your VPC. If you are using the VPC from the CD tutorial, 
 select the mwaa-cicd VPC. 
    SubnetIds: 
      Type: List<AWS::EC2::Subnet::Id> 
      Description: Select your subnet. If you are using the subnet from the CD 
 tutorial, select mwaa-cicd-Public Subnet (AZ1). 
    SecurityGroups: 
      Type: List<AWS::EC2::SecurityGroup::Id> 
      Description: Select your security group. If you are using the security group from 
 the CD tutorial, select the mwaa-cicd security group. 
  Resources: 
    Cluster: 
      Type: AWS::ECS::Cluster 
      Properties: 
        ClusterName: !Sub "${AWS::StackName}" 

    LogGroup: 
      Type: AWS::Logs::LogGroup 
      Properties: 
        LogGroupName: !Ref AWS::StackName 
        RetentionInDays: 30 

    ExecutionRole: 
      Type: AWS::IAM::Role 
      Properties: 
        AssumeRolePolicyDocument: 
          Statement: 
            - Effect: Allow 
              Principal: 
                Service: ecs-tasks.amazonaws.com 
              Action: sts:AssumeRole 
        ManagedPolicyArns: 
          - arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonECSTaskExecutionRolePolicy 

    TaskDefinition: 
      Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
      Properties: 
        Family: !Sub "${AWS::StackName}" 
        Cpu: 2048 
        Memory: 4096 
        NetworkMode: awsvpc 
        ExecutionRoleArn: !Ref ExecutionRole 
        ContainerDefinitions: 
          - Name: !Sub "${AWS::StackName}" 
            Image: YOUR_ACCOUNT_ID.dkr.ecr.YOUR_REGION.amazonaws.com/mwaa-cicd:2.0 
            PortMappings: 
              - Protocol: tcp 
                ContainerPort: 8080 
                HostPort: 8080 
            LogConfiguration: 
              LogDriver: awslogs 
              Options: 
                awslogs-region: !Ref AWS::Region 
                awslogs-group: !Ref LogGroup 
                awslogs-stream-prefix: ecs 
        RequiresCompatibilities: 
          - FARGATE 

    Service: 
      Type: AWS::ECS::Service 
      Properties: 
        ServiceName: !Sub "${AWS::StackName}" 
        Cluster: !Ref Cluster 
        TaskDefinition: !Ref TaskDefinition 
        DesiredCount: 1 
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        LaunchType: FARGATE 
        PlatformVersion: 1.3.0 
        NetworkConfiguration: 
          AwsvpcConfiguration: 
            AssignPublicIp: ENABLED 
            Subnets: !Ref SubnetIds 
            SecurityGroups: !Ref SecurityGroups

ステップ 7: タスク定義を次の場所にプッシュする 
GitHub
以下の手順は、Amazon ECS GitHub クラスターのタスク定義をフォークされたリポジトリに追加する方
法を示しています。

タスク定義をローカルに保存する

1. Amazon ECS コンソールを開きます。
2. AWS地域セレクターを使用して地域を選択します。
3. [タスク定義] を選択しmwaa-cicd-ecs、タスク定義を選択します。
4. [JSON] タブを選択します。
5. task-def.jsonコピーしてローカルに名前を付けて保存します。

タスク定義を GitHub

1. タスク定義をフォークしたリポジトリのルートにコピーします。例えば、macOS 端末では:

mv ~/Downloads/task-def.json ~/mwaa-cicd/aws-mwaa-local-runner/task-def.json

2. ディレクトリをローカルランナーディレクトリのルートに変更します。例:

cd mwaa-cicd/aws-mwaa-local-runner

3. フォークしたリポジトリの上流を確認してください。

git remote -vv

出力は次のようになります。

origin git@github.com:your-git-user-name/aws-mwaa-local-runner.git (fetch)
origin git@github.com:your-git-user-name/aws-mwaa-local-runner.git (push)

4. git ブランチのステータスを取得します。

git status

5. リポジトリにタスク定義をプッシュします。

git add task-def.json
git commit -m "Create initial commit"
git push -u origin main
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ステップ 8:AWS お客様と Amazon 
ECR 情報を以下に追加します。 GitHub

ステップ 8:AWS お客様と Amazon ECR 情報を以下に
追加します。 GitHub
1. フォークしたリポジトリをブラウザで開きます。たとえば、https://github.com/your-git-user-

name/aws-mwaa-local-runner/。
2. [設定]、[シークレット]、[新しいリポジトリシークレット] を選択します。
3. 次のキーと値のペアを追加します。

a. [名前]AWS_ACCESS_KEY_ID に、アクセスキー ID の値を [値] に追加し、[シークレットを追加] を
選択します。

b. [名前]AWS_SECRET_ACCESS_KEY に、シークレットキーの値を [値] に追加し、[シークレットを
追加] を選択します。

c. オプション-[名前]AWS_SESSION_TOKEN に、セッショントークンの値を [値] に追加し、[シーク
レットの追加] を選択します。

d. [ECR_REPOSITORY_URI名前] を追加し、Amazon ECR リポジトリの URI の値を [値] に追加し、
[シークレットを追加] (タグを除く) を選択します。例:

YOUR_ACCOUNT.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/mwaa-cicd

ステップ 9: GitHub スターターワークフローを設定す
る
ワークフローとは、1 つ以上のジョブで構成される、設定可能な自動化プロセスです。次の手順で
は、amazon-ecr-login GitHub アクションワークフローを使用します。ワークフローは Amazon ECR レジ
ストリにログインし、フォークされたリポジトリでファイルが変更された後にイメージをプルしてリポジ
トリにプッシュします。

1. フォークしたリポジトリをブラウザで開きます。たとえば、https://github.com/your-git-user-
name/aws-mwaa-local-runner/。

2. [アクション] を選択し、このワークフローを Amazon ECS へのデプロイワークフローに設定します。
3. 次のテンプレートをコピーし、テキストフィールドに貼り付けます。aws-regionの値を代入してく

ださい。テンプレートをダウンロードすることもできます。

name: Deploy to Amazon ECS

on: 
 push: 
  branches: 
   - main

env: 
  AWS_REGION: us-east-1               # set this to your AWS region, e.g. us-west-2 
  ECR_REPOSITORY: mwaa-cicd           # the Amazon ECR repository name 
  ECS_SERVICE: mwaa-cicd-ecs          # the Amazon ECS service name 
  ECS_CLUSTER: mwaa-cicd-ecs          # the name of the Amazon ECS cluster name 
  ECS_TASK_DEFINITION: task-def.json  # the path to the Amazon ECS task definition 
  CONTAINER_NAME: mwaa-cicd-ecs       # the name of the Amazon ECS container 
  IMAGE_TAG: '2.0'                    # the Amazon ECR container image tag 
  LOCAL_TAG: amazon/mwaa-local

defaults: 
  run: 
    shell: bash
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ステップ 10: GitHub ワークフローをテストする

jobs: 
  deploy: 
    name: Deploy 
    runs-on: ubuntu-latest # the GitHub Action VM Runner to execute the workflow 
    permissions: 
      packages: write 
      contents: read 

    steps: 
      - name: Checkout 
        uses: actions/checkout@v2 

      - name: Configure AWS credentials 
        uses: aws-actions/configure-aws-credentials@v1 
        with: 
          aws-access-key-id: ${{ secrets.AWS_ACCESS_KEY_ID }} 
          aws-secret-access-key: ${{ secrets.AWS_SECRET_ACCESS_KEY }} 
          # aws-session-token: ${{ secrets.AWS_SESSION_TOKEN }} # add if you use an AWS 
 session token 
          aws-region: ${{ env.AWS_REGION }} 

      - name: Login to Amazon ECR 
        id: login-ecr 
        uses: aws-actions/amazon-ecr-login@v1 

      - name: Build, tag, and push image to Amazon ECR 
        id: build-image 
        env: 
          ECR_REGISTRY: ${{ steps.login-ecr.outputs.registry }} 
          IMAGE_TAG: ${{ env.IMAGE_TAG }} 
          LOCAL_TAG: ${{ env.LOCAL_TAG }} 
        run: | 
          # Build the docker container and push it to ECR so that it can be deployed to 
 ECS. 
          ./mwaa-local-env build-image 
          docker tag $LOCAL_TAG:$IMAGE_TAG ${{ secrets.ECR_REPOSITORY_URI }}:$IMAGE_TAG 
          docker push ${{ secrets.ECR_REPOSITORY_URI }}:$IMAGE_TAG 
          echo "::set-output name=image::${{ secrets.ECR_REPOSITORY_URI }}:$IMAGE_TAG" 
      - name: Fill in the new image ID in the Amazon ECS task definition 
        id: task-def 
        uses: aws-actions/amazon-ecs-render-task-definition@v1 
        with: 
          task-definition: ${{ env.ECS_TASK_DEFINITION }} 
          container-name: ${{ env.CONTAINER_NAME }} 
          image: ${{ steps.build-image.outputs.image }} 

      - name: Deploy Amazon ECS task definition 
        uses: aws-actions/amazon-ecs-deploy-task-definition@v1 
        with: 
          task-definition: ${{ steps.task-def.outputs.task-definition }} 
          service: ${{ env.ECS_SERVICE }} 
          cluster: ${{ env.ECS_CLUSTER }} 
          wait-for-service-stability: true

4. [コミットの開始] を選択し、[説明] フィールドに [ECS ワークフローの追加] を追加します。
5. [メインブランチに直接コミット] を選択し、[新しいファイルをコミット] を選択します。

ステップ 10: GitHub ワークフローをテストする
ワークフローをテストするには、Amazon ECS GitHub タスク定義またはワークフローファイル 
(inaws.yaml) の更新をのローカルランナーリポジトリにプッシュできます GitHub。次の手順は、タスク
定義の更新をプッシュしてワークフローを実行する方法を示しています。
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クリーンアップ

1. コマンドプロンプトで、ディレクトリをローカルランナーディレクトリのルートに変更します。例:

cd mwaa-cicd/aws-mwaa-local-runner

2. 最新の変更をプルしてください。

git pull

3. タスク定義を開き、最後の括弧 (}) の後にスペースを追加するなど、task-def.jsonファイルに小
さな変更を加えます。

open task-def.json

4. ブランチのステータスを取得します。

git status

出力は次のようになります。

modified:   task-def.json

5. リポジトリにタスク定義をプッシュします。

git add task-def.json
git commit -m "Add modified task definition"
git push -u origin main

6. [アクション] タブを開き、リポジトリの Amazon ECS にデプロイします。ワークフローが実行されて
いるはずです。

クリーンアップ
次のステップにより、AWSこのチュートリアルで作成したリソースを削除できます。

1. AWS CloudFormation コンソールを開きます。
2. 削除するスタックを選択し、[削除] を選択し、[スタックを削除] を選択します。

次のステップ
• https://github.com/aws-actionsAWS GitHub  でアクションに使えるものをすべてご覧ください。
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チュートリアル: AWS Client VPN

チュートリアル:を使用したプライベートネット
ワークアクセスの設定AWS Client VPN

このチュートリアルでは、Apache Airflow (MWAA) 環境の Amazon マネージドワークフロー用の Apache 
Airflow ウェブサーバーへの VPN トンネルを作成する手順を順を追って説明します。VPN トンネルを介し
てインターネットに接続するには、AWS Client VPNまずエンドポイントを作成する必要があります。セッ
トアップが完了すると、Client VPN エンドポイントは VPN サーバーとして機能し、コンピューターから 
VPC 内のリソースに安全に接続できます。次に、AWS Client VPNデスクトップ用を使用してコンピュー
ターから Client VPN に接続します。

[Sections] (セクション)
• [Use the net (p. 171)
• ユースケース (p. 173)
• 開始する前に (p. 173)
• 目的 (p. 173)
• (オプション) ステップ 1: VPC、CIDR ルール、VPC セキュリティを特定する (p. 173)
• ステップ 2: サーバーとクライアントの証明書を作成する (p. 174)
• ステップ 3:AWS CloudFormation テンプレートをローカルに保存する (p. 175)
• ステップ 4: Client VPNAWS CloudFormation スタックの作成 (p. 176)
• ステップ 5: サブネットをClient VPN に関連付ける (p. 176)
• ステップ 6: Client VPN に認証進入ルールを追加する (p. 177)
• ステップ 7: Client VPN エンドポイント設定ファイルをダウンロードする (p. 177)
• ステップ 8: Connect するAWS Client VPN (p. 178)
• 次のステップ (p. 179)

[Use the net
このチュートリアルでは、Apache Airflow Web サーバーのプライベートネットワークアクセスモードを選
択していることを前提としています。
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[Use the net

プライベートネットワークアクセスモードでは、Apache Airflow UI へのアクセスは、ご使用の環境の IAM 
ポリシーへのアクセスが許可されている (p. 35) Amazon VPC 内のユーザーに制限されます。

プライベート Web サーバーにアクセスできる環境を作成する場合は、すべての依存関係を Python wheel 
archive (.whl) にパッケージ化し、.whlでを参照する必要がありますrequirements.txt。wheel を使
用して依存関係をパッケージ化およびインストールする手順については、「Python wheel を使用した依存
関係の管理 (p. 276)」を参照してください。

以下の画像は、Amazon MWAA コンソールでプライベートネットワークオプションを確認できる場所を示
しています。

172



Amazon Managed Workflows for 
Apache Airflow ユーザーガイド

ユースケース

ユースケース
このチュートリアルは、Amazon MWAA 環境を作成する前でも作成後でも使用できます。Amazon VPC と
サブネットを使用、[Endnet)]、[Use)]、[VPC se)]、[Use)]、[Use)]、[Use)]、[Use)]、[ Amazon MWAA 環境
を作成した後にこのチュートリアルを使用する場合、手順を完了したら、Amazon MWAA コンソールに戻
り、Apache Airflow ウェブサーバーのアクセスモードをプライベートネットワークに変更できます。

開始する前に
1. ユーザー権限を確認してください。AWS Identity and Access Management(IAM) のアカウントに VPC 

リソースを作成および管理するための十分な権限があることを確認してください。
2. Amazon MWAA VPC を使用してください。このチュートリアルでは、Client VPN を既存の VPC に関

連付けることを前提としています。Amazon VPC は Amazon MWAAAWS 環境と同じリージョンにあ
り、2 つのプライベートサブネットを持っている必要があります。Amazon VPC をまだ作成していな
い場合は、AWS CloudFormationのテンプレートを使用してくださいオプション 3: インターネットに
アクセスせずに Amazon VPC ネットワークを作成する (p. 25)。

目的
このチュートリアルでは、以下の作業を行います。

1. 既存の Amazon VPCAWS Client VPNAWS CloudFormation のテンプレートを使用してエンドポイン
トを作成します。

2. サーバーとクライアントの証明書とキーを生成してから、そのサーバーの証明書とキーをAWS 
Certificate Manager Amazon MWAAAWS 環境と同じリージョンにアップロードします。

3. Client VPN のClient VPN エンドポイント設定ファイルをダウンロードして変更し、そのファイルを使
用して、デスクトップ用 Client VPN を使用して接続するための VPN プロファイルを作成します。

(オプション) ステップ 1: VPC、CIDR ルール、VPC 
セキュリティを特定する
以下のセクションでは、Amazon VPC、VPC セキュリティグループの ID を確認する方法と、以降のス
テップでClient VPN を作成する際に必要な CIDR ルールを特定する方法について説明します。

CIDR ルールを特定してください
次のセクションでは、Client VPN を作成するために必要な CIDR ルールを確認する方法を示します。

Client VPN の CIDR を確認するには

1. Amazon VPC コンソールの [Use VPC)] ページを開きます。
2. Amazon MWAAAWS 環境と同じリージョンを選択します。
3. Amazon VPC を選択します。
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ステップ 2: サーバーとクライアントの証明書を作成する

4. プライベートサブネットの CIDR が次のとおりだと仮定します。

• プライベートサブネット 1:10.192.10.0/24
• プライベートサブネット 2:10.192.11.0/24

Amazon VPC の CIDR が 10.192.0.0 の場合/16、Client VPN に指定するクライアント IPv4 CIDR は 
10.192.0.0 になります/22。

5. この CIDR 値と VPC ID の値を後続のステップ用に保存します。

VPC とセキュリティグループを特定する
次のセクションでは、Client VPN を作成するために必要な Amazon VPC とセキュリティグループの ID を
確認する方法を示しています。

Note

複数のセキュリティグループを使用している可能性があります。以降のステップでは、VPC のセ
キュリティグループをすべて指定する必要があります。

セキュリティグループを識別するには

1. Amazon VPC コンソールのセキュリティグループページを開きます。
2. AWSナビゲーションバーのリージョンセレクターを使用して地域を選択します。
3. VPC ID で Amazon VPC を探し、その VPC に関連付けられているセキュリティグループを特定しま

す。
4. セキュリティグループの ID と VPC は、後続のステップに備えて保存します。

ステップ 2: サーバーとクライアントの証明書を作成
する
クライアント VPN エンドポイントは、1024 ビットおよび 2048 ビットの RSA キーサイズのみサポートし
ています。次のセクションでは、OpenVPN easy-rsa を使用してサーバーとクライアントの証明書とキー
を生成してから、その証明書を ACM にアップロードする方法について説明します。AWS Command Line 
InterfaceAWS CLI

クライアント証明書を作成するには

1. 以下の簡単な手順に従って、「クライアントの認証と承認：相互認証」AWS CLI で証明書を作成
し、ACM にアップロードします。

2. これらのステップでは、サーバーとクライアントの証明書をアップロードするときに、AWS CLIコマ
ンドで Amazon MWAA AWS環境と同じリージョンを指定する必要があります。次に、次のコマンド
で地域を指定するかについての例をいくつか示します。

a. Example サーバー証明書のリージョン

aws acm import-certificate --certificate fileb://server.crt --private-key fileb://
server.key --certificate-chain fileb://ca.crt --region us-west-2

b. Example クライアント証明書のリージョン

aws acm import-certificate --certificate fileb://client1.domain.tld.crt --private-
key fileb://client1.domain.tld.key --certificate-chain fileb://ca.crt --region us-
west-2
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ステップ 3:AWS CloudFormation テ
ンプレートをローカルに保存する

c. これらの手順を実行したら、サーバー証明書とクライアント証明書の ARNAWS CLI の応答で返
された値を保存します。これらの ARNAWS CloudFormation をテンプレートで指定して、Client 
VPN を作成します。

3. これらの手順では、クライアント証明書と秘密鍵がコンピューターに保存されます。ここでは、これ
らの認証情報の確認場所の例をいくつか示します。

a. Example macOS の場合

macOS では、コンテンツはに保存されます/Users/youruser/custom_folder。このディレ
クトリのすべての (ls -a) の内容を一覧表示すると、次のような内容が表示されます。

.

..
ca.crt
client1.domain.tld.crt
client1.domain.tld.key
server.crt
server.key

b. これらの手順を実行したら、クライアント証明書の内容を保存するか、またはクライアント証明
書の場所をメモしclient1.domain.tld.crt、client1.domain.tld.keyプライベートキー
をに保存します。これらの値を Client VPN の設定ファイルに追加します。

ステップ 3:AWS CloudFormation テンプレートをロー
カルに保存する
次のセクションには、Client VPNAWS CloudFormation を作成するためのテンプレートが含まれていま
す。Amazon MWAA 環境と同じ Amazon VPC、VPC セキュリティグループ、およびプライベートサブ
ネットを指定する必要があります。

• 次のテンプレートの内容をコピーし、mwaa_vpn_client.yamlとしてローカルに保存します。テン
プレートをダウンロードすることもできます。

次の数値を置き換えます。

• YOUR_CLIENT_ROOT_CERTIFICATE_ARN— クライアント.domain.tld 証明書
のClientRootCertificateChainArn ARN

• YOUR_SERVER_CERTIFICATE_ARN— のサーバー証明書の ARNServerCertificateArn。
• のクライアント IPv4 CIDR ルールClientCidrBlock。の CIDR10.192.0.0/22 ルールが用意さ

れています。
• あなたのアマゾン VPC IDVpcId はです。の VPCvpc-010101010101 が提供されています。
• の VPC セキュリティグループ IDSecurityGroupIds。sg-0101010101のセキュリティグループ

が提供されています。

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: This template deploys a VPN Client Endpoint.
Resources: 
  ClientVpnEndpoint: 
    Type: 'AWS::EC2::ClientVpnEndpoint' 
    Properties: 
      AuthenticationOptions: 
        - Type: "certificate-authentication" 
          MutualAuthentication: 
            ClientRootCertificateChainArn: "YOUR_CLIENT_ROOT_CERTIFICATE_ARN" 
      ClientCidrBlock: 10.192.0.0/22 
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ステップ 4: Client VPNAWS 
CloudFormation スタックの作成

      ClientConnectOptions: 
        Enabled: false 
      ConnectionLogOptions: 
        Enabled: false 
      Description: "MWAA Client VPN" 
      DnsServers: [] 
      SecurityGroupIds: 
        - sg-0101010101 
      SelfServicePortal: '' 
      ServerCertificateArn: "YOUR_SERVER_CERTIFICATE_ARN" 
      SplitTunnel: true 
      TagSpecifications: 
        - ResourceType: "client-vpn-endpoint" 
          Tags: 
          - Key: Name 
            Value: MWAA-Client-VPN 
      TransportProtocol: udp 
      VpcId: vpc-010101010101 
      VpnPort: 443

Note

環境で複数のセキュリティグループを使用している場合は、次の形式で複数のセキュリティグ
ループを指定できます。

SecurityGroupIds: 
      - sg-0112233445566778b 
      - sg-0223344556677889f

ステップ 4: Client VPNAWS CloudFormation スタック
の作成
AWS Client VPN を作成するには

1. AWS CloudFormation コンソールを開きます。
2. 「テンプレート準備完了」を選択し、テンプレートファイルをアップロードします。
3. [ファイルを選択] を選択し、mwaa_vpn_client.yamlファイルを選択します。
4.
5. [次へ]、[次へ] を選択します。
6. 確認メッセージを選択し、[スタックの作成] を選択します。

ステップ 5: サブネットをClient VPN に関連付ける
プライベートサブネットをに関連付けるにはAWS Client VPN

1. Amazon VPC コンソールを開きます。
2. 「Client VPN エンドポイント」ページを選択します。
3. Client VPN を選択し、「アソシエーション」タブの「アソシエイト」を選択します。
4. ドロップダウンリストから以下を選択します。

• VPC 内のアマゾン VPC。
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ステップ 6: Client VPN に認証進入ルールを追加する

• [関連付けるサブネットを選択してください] にあるプライベートサブネットの 1 つ。
5. [Associate] (関連付け) を選択します。

Note

VPC とサブネットがClient VPN に関連付けられるまでに数分かかります。

ステップ 6: Client VPN に認証進入ルールを追加する
VPC の CIDR ルールを使用する認証進入ルールをClient VPN に追加する必要があります。Active Directory 
グループまたは SAML ベースの ID プロバイダー (IdP) から特定のユーザーまたはグループを認証する場合
は、Client VPN ガイドの承認ルールを参照してください。

CIDR をAWS Client VPN

1. Amazon VPC コンソールを開きます。
2. 「Client VPN エンドポイント」ページを選択します。
3. Client VPN を選択し、「認証」タブの「Ingressを認証」を選択します。
4. 次を指定します:

• Amazon VPC の CIDR ルールをデスティネーションネットワークで有効にする。例:

10.192.0.0/16

• [アクセス権の付与先] で [すべてのユーザーにアクセスを許可] を選択します。
• [Use)] に記述名を入力します。

5. [承認ルールを追加] を選択します。

Note

Amazon VPC のネットワークコンポーネントによっては、この認証進入ルールをネットワークア
クセスコントロールリスト (NACL) に追加する必要がある場合もあります。

ステップ 7: Client VPN エンドポイント設定ファイル
をダウンロードする
設定ファイルをダウンロードするには

1. 次の簡単な手順に従って、「Client VPN エンドポイント設定ファイルのダウンロード」で Client VPN 
設定ファイルをダウンロードします。

2. このステップでは、Client VPN エンドポイントの DNS 名の前に文字列を追加するように求められま
す。例を示します。

• Example DNS 名

Client VPN エンドポイントの DNS 名が次のようになっている場合:

remote cvpn-endpoint-0909091212aaee1.prod.clientvpn.us-west-1.amazonaws.com 443

Client VPN エンドポイントを識別する文字列を次のように追加できます。
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ステップ 8: Connect するAWS Client VPN

remote mwaavpn.cvpn-endpoint-0909091212aaee1.prod.clientvpn.us-west-1.amazonaws.com 
 443

3. 次の手順では、クライアント証明書の内容を新しいタグセット間に追加し、<cert></cert>プライ
ベートキーの内容を新しいタグセット間に追加するように求められます。<key></key>例を示しま
す。

a. コマンドプロンプトを開き、ディレクトリをクライアント証明書と秘密鍵の場所に変更します。
b. Example macOS クライアント 1. ドメイン.tld.crt

macOSclient1.domain.tld.crt でファイルの内容を表示するには、を使用できますcat 
client1.domain.tld.crt。

ターミナルから値をコピーして、downloaded-client-config.ovpn次のように貼り付けま
す。

ZZZ1111dddaBBB
-----END CERTIFICATE-----
</ca>
<cert>
-----BEGIN CERTIFICATE-----
YOUR client1.domain.tld.crt
-----END CERTIFICATE-----                 
</cert>

c. Example macOS クライアント 1. ドメイン.tld.key

の内容を表示するにはclient1.domain.tld.key、を使用できますcat 
client1.domain.tld.key。

ターミナルから値をコピーして、downloaded-client-config.ovpn次のように貼り付けま
す。

ZZZ1111dddaBBB
-----END CERTIFICATE-----
</ca>
<cert>
-----BEGIN CERTIFICATE-----
YOUR client1.domain.tld.crt
-----END CERTIFICATE-----                 
</cert>
<key>
-----BEGIN CERTIFICATE-----
YOUR client1.domain.tld.key
-----END CERTIFICATE-----                 
</key>

ステップ 8: Connect するAWS Client VPN
AWS Client VPNクライアントフォームは無料で提供されます。パソコンを直接に接続して end-to-end 
VPNAWS Client VPN 体験ができます。

Client VPN に接続するには

1. AWS Client VPNデスクトップ版をダウンロードしてインストールします。
2. AWS Client VPN を開きます。
3. VPN クライアントメニューで [ファイル]、[管理対象プロファイル] を選択します。
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次のステップ

4. [プロファイルの追加] を選択し、を選択しますdownloaded-client-config.ovpn。
5. [表示名] にわかりやすい名前を入力します。
6. [プロフィールを追加]、[完了] を選択します。
7. [Connect] (接続) を選択します。

Client VPN に接続したら、Amazon VPC 内のリソースを表示するには、他の VPN との接続を切断する必
要があります。

Note

接続する前に、クライアントを終了して再起動する必要がある場合があります。

次のステップ
• で Amazon MWAA 環境を作成する方法について説明しますAmazon Managed Workflows for Apache 

Airflow (MWAA) の開始方法 (p. 16)。Client VPNAWS と同じリージョンに、Client VPN と同じ VPC、プ
ライベートサブネット、セキュリティグループを使用して環境を作成する必要があります。

チュートリアル:Linux Bastion ホストを使用したプ
ライベートネットワークアクセスの設定

このチュートリアルでは、Apache Airflow (MWAA) 環境の Amazon マネージドワークフロー用の Apache 
Airflow ウェブサーバーへの SSH トンネルを作成する手順を順を追って説明します。Amazon MWAA 環境
をすでに作成していることを前提としています。セットアップが完了すると、Linux Bastion Host はジャ
ンプサーバーとして機能し、コンピューターから VPC 内のリソースへの安全な接続が可能になります。次
に、SOCKS プロキシ管理アドオンを使用してブラウザのプロキシ設定を制御し、Apache Airflow UI にア
クセスします。

[Sections] (セクション)
• プライベートネットワーク (p. 179)
• ユースケース (p. 181)
• 開始する前に (p. 181)
• 目的 (p. 181)
• ステップ 1: 要塞インスタンスを作成する (p. 181)
• ステップ 2: ssh トンネルを作成する (p. 182)
• ステップ 3: 要塞セキュリティグループをインバウンドルールとして設定する (p. 183)
• ステップ 4: Apache エアフロー URL をコピーする (p. 183)
• ステップ 5: プロキシ設定を行う (p. 184)
• ステップ 6: Apache エアフロー UI を開く (p. 186)
• 次のステップ (p. 186)

プライベートネットワーク
このチュートリアルでは、Apache Airflow Web サーバーのプライベートネットワークアクセスモードを選
択していることを前提としています。
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プライベートネットワーク

プライベートネットワークアクセスモードでは、Apache Airflow UI へのアクセスは、ご使用の環境の IAM 
ポリシーへのアクセスが許可されている (p. 35) Amazon VPC 内のユーザーに制限されます。

プライベート Web サーバーにアクセスできる環境を作成する場合は、すべての依存関係を Python wheel 
archive (.whl) にパッケージ化し、.whlでを参照する必要がありますrequirements.txt。wheel を使
用して依存関係をパッケージ化およびインストールする手順については、「Python wheel を使用した依存
関係の管理 (p. 276)」を参照してください。

以下の画像は、Amazon MWAA コンソールでプライベートネットワークオプションを確認できる場所を示
しています。
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ユースケース

ユースケース
このチュートリアルは、Amazon MWAA 環境を作成した後で使用できます。ご使用の環境と同じ Amazon 
VPC とセキュリティグループ (デフォルトの VPC とデフォルトのセキュリティグループを使用) を選択し
ます。

開始する前に
1. ユーザー権限を確認してください。AWS Identity and Access Management(IAM) のアカウントに VPC 

リソースを作成および管理するための十分な権限があることを確認してください。
2. Amazon MWAA VPC を使用してください。このチュートリアルでは、拠点ホストを既存の VPC に関

連付けることを前提としています。Amazon VPC は Amazon MWAA 環境と同じリージョンにあり、
で定義されているように 2 つのプライベートサブネットを持っている必要がありますVPC のネット
ワークを作成します (p. 19)。

3. SSH キーを作成します。仮想サーバーに接続するには、Amazon MWAA 環境と同じリージョンに 
Amazon EC2 SSH キー (.pem) を作成する必要があります。SSH キーがない場合は、『Linux インス
タンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド』の「key pair 作成またはインポート」を参照してください。

目的
このチュートリアルでは、以下の作業を行います。

1. 既存の VPCAWS CloudFormation 用のテンプレートを使用して Linux 要塞ホストインスタンスを作成
します。

2. port の進入ルールを使用して、22要塞インスタンスのセキュリティグループへのインバウンドトラ
フィックを許可します。

3. Amazon MWAA 環境のセキュリティグループから要塞インスタンスのセキュリティグループへのイン
バウンドトラフィックを許可します。

4. 要塞インスタンスへの SSH トンネルを作成します。
5. Firefox FoxyProxy ブラウザ用のアドオンをインストールして設定し、Apache Airflow UI を表示しま

す。

ステップ 1: 要塞インスタンスを作成する
次のセクションでは、AWS CloudFormationコンソール上の既存の VPCAWS CloudFormation のテンプ
レートを使用して Linux bastion インスタンスを作成する手順について説明します。

Linux 要塞ホストを作成するには

1. AWS CloudFormationコンソールで Deploy クイックスタートページを開きます。
2. ナビゲーションバーのリージョンセレクターを使用して、Amazon MWAAAWS 環境と同じリージョン

を選択します。
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ステップ 2: ssh トンネルを作成する

3. [Next] (次へ) を選択します。
4. 「スタック名」テキストフィールドに、次のような名前を入力しますmwaa-linux-bastion。
5. [パラメータ] の [ネットワーク設定] ペインで、次のオプションを選択します。

a. Amazon MWAA 環境の VPC ID を選択してください。
b. Amazon MWAA 環境のパブリックサブネット 1 ID を選択してください。
c. Amazon MWAA 環境のパブリックサブネット 2 ID を選択してください。
d. Allowed bastion 外部アクセス CIDR に、できるだけ狭いアドレス範囲 (たとえば、内部 CIDR 範

囲) を入力します。

Note

範囲を特定する最も簡単な方法は、パブリックサブネットと同じ CIDR 範囲
を使用することです。たとえば、「VPC ネットワークの作成 (p. 19)」AWS 
CloudFormation10.192.10.0/2410.192.11.0/24 ページのテンプレートのパブリッ
クサブネットはとです。

6. Amazon EC2 設定ペインで、以下を選択します。

a. [キーペア名] のドロップダウンリストで SSH キーを選択します。
b. 「要塞ホスト名」に名前を入力します。
c.
d. TCP 転送の場合は true を選択します。

Warning

このステップでは、TCP 転送を true に設定する必要があります。そうしないと、次のス
テップで SSH トンネルを作成できません。

e.
7. [次へ]、[次へ] を選択します。
8. 確認メッセージを選択し、[スタックの作成] を選択します。

Linux Bastion ホストのアーキテクチャの詳細については、「AWSクラウド上の Linux Bastion ホスト:アー
キテクチャ」を参照してください。

ステップ 2: ssh トンネルを作成する
Linux の要塞への SSH トンネルを作成する方法について説明します。SSH トンネルは、ローカル IP アド
レスから Linux 要塞への要求を受信します。これが、Linux 要塞の TCPtrue 転送が前のステップで設定さ
れていた理由です。

macOS/Linux

コマンドラインでトンネルを作成するには

1. Amazon EC2 コンソールで [Instance] (インスタンス) ページを開きます。
2. インスタンスを選択します。
3. パブリック IPv4 DNS のアドレスをコピーします。例え

ば、ec2-4-82-142-1.compute-1.amazonaws.com。
4. コマンドプロンプトで、SSH キーが保存されているディレクトリに移動します。
5. 次のコマンドを実行して、ssh を使用して要塞インスタンスに接続します。のサンプル値を SSH 

キー名に置き換えてくださいmykeypair.pem。

ssh -i mykeypair.pem -N -D 8157 ec2-user@YOUR_PUBLIC_IPV4_DNS
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ステップ 3: 要塞セキュリティグループ
をインバウンドルールとして設定する

Windows (PuTTY)

PuTTY を使用してトンネルを作成するには

1. Amazon EC2 コンソールで [Instance] (インスタンス) ページを開きます。
2. インスタンスを選択します。
3. パブリック IPv4 DNS のアドレスをコピーします。例え

ば、ec2-4-82-142-1.compute-1.amazonaws.com。
4. PuTTY を開き、[セッション] を選択します。
5. ホスト名に ec2-user@ YOUR_PUBLIC_IPV4_DNS と入力し、ポートをとして入力します22。
6. [SSH] タブを展開し、[認証] を選択します。認証用の秘密鍵ファイルで、ローカルの「ppk」ファ

イルを選択します。
7. [SSH] で [トンネル] タブを選択し、次に [ダイナミック] と [自動] オプションを選択します。
8. [送信元ポート]8157 にポート (またはその他の未使用のポート) を追加し、[送信先ポート] は空白

のままにします。[Add] (追加) を選択します。
9. 「セッション」タブを選択し、セッション名を入力します。例: SSH Tunnel。
10. [保存]、[開く] を選択します。

Note

公開鍵のパスフレーズを入力する必要がある場合があります。

Note

Permission denied (publickey)エラーが発生した場合は、AWSSupport-TroubleshootSSH
ツールを使用し、[このオートメーション (コンソール) を実行] を選択して SSH 設定のトラブル
シューティングを行うことをお勧めします。

ステップ 3: 要塞セキュリティグループをインバウン
ドルールとして設定する
サーバーへのアクセスとサーバーからの定期的なインターネットアクセスは、それらのサーバーに接続
された特別なメンテナンスセキュリティグループによって許可されます。以下の手順では、要塞セキュリ
ティグループを環境の VPC セキュリティグループへのインバウンドトラフィックソースとして設定する方
法について説明します。

1. Amazon MWAA コンソールで [環境] ページを開きます。
2. 環境を選択してください。
3. [ネットワーク] ペインで [VPC セキュリティグループ] 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. [ルールの追加] を選択します。
6. Source (s) ドロップダウンリストで VPC セキュリティグループ ID を選択します。
7. 残りのオプションは空白のままにするか、デフォルト値に設定します。
8. [Save Rules] (ルールの保存) を選択します。

ステップ 4: Apache エアフロー URL をコピーする
以下の手順では、Amazon MWAA コンソールを開いて URL を Apache Airflow ユーザーインターフェイス
にコピーする方法を示しています。

1. Amazon MWAA コンソールで [環境] ページを開きます。
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ステップ 5: プロキシ設定を行う

2. 環境を選択してください。
3. 以降の手順では、Airflow UI の URL をコピーします。

ステップ 5: プロキシ設定を行う
ダイナミックポートフォワーディングによる SSH トンネルを使用する場合、SOCKS プロキシ管理アド
オンを使用して、ブラウザでプロキシ設定を管理する必要があります。たとえば、Chromium--proxy-
server の機能を使用してブラウザセッションを開始したり、Mozilla FoxyProxy FireFox ブラウザの拡張
機能を使用したりできます。

オプション 1: ローカルポートフォワーディングを使用して SSH 
トンネルをセットアップする
SOCKS プロキシを使用したくない場合は、ローカルポートフォワーディングを使用して SSH トンネル
を設定できます。次のコマンド例では、ローカルポート 8157 でトラフィックを転送して Amazon EC2
ResourceManagerウェブインターフェイスにアクセスします。

1. 新しいコマンドプロンプトウィンドウを開きます。
2. 次のコマンドを入力して、SSH トンネルを開きます。

ssh -i mykeypair.pem -N -L 8157:YOUR_VPC_ENDPOINT_ID-
vpce.YOUR_REGION.airflow.amazonaws.com:443 
 ubuntu@YOUR_PUBLIC_IPV4_DNS.YOUR_REGION.compute.amazonaws.com

-Lローカルポートフォワーディングを使用することを示します。これにより、ノードのローカルウェ
ブサーバーの指定したリモートポートにデータを転送するために使用するローカルポートを指定でき
ます。

3. http://localhost:8157/ブラウザに入力します。

Note

を使用する必要があるかもしれませんhttps://localhost:8157/。

オプション 2: コマンドライン経由のプロキシ
ほとんどの Web ブラウザでは、コマンドラインまたは設定パラメータを使用してプロキシを設定できま
す。たとえば、Chromiumでは、次のコマンドを使用してブラウザを起動できます。

chromium --proxy-server="socks5://localhost:8157"

これにより、前のステップで作成した ssh トンネルを使用してリクエストをプロキシするブラウザセッ
ションが開始されます。プライベート Amazon MWAA 環境 URL を (https://で) 次のように開くことができ
ます。

https://YOUR_VPC_ENDPOINT_ID-vpce.YOUR_REGION.airflow.amazonaws.com/home.

オプション 3: Mozilla Firefox FoxyProxy 用のプロキシ
Mozilla Firefox FoxyProxy のスタンダード (バージョン 7.5.1) の設定を次の例に示します。 FoxyProxy に
は、プロキシ管理ツールのセットが用意されています。これにより、Apache Airflow UI で使用されるドメ
インに対応するパターンと一致する URL についてプロキシサーバーを使用できます。
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ステップ 5: プロキシ設定を行う

1. で FireFox、FoxyProxy 標準拡張機能ページを開きます。
2. 「Firefox に追加」を選択します。
3. [Add] (追加) を選択します。
4. FoxyProxy ブラウザのツールバーのアイコンを選択し、[オプション] を選択します。
5. 次のコードをコピーして、mwaa-proxy.jsonローカルに名前を付けて保存しま

す。YOUR_HOST_NAME のサンプル値を Apache エアフロー URL に置き換えてください。

{ 
  "e0b7kh1606694837384": { 
    "type": 3, 
    "color": "#66cc66", 
    "title": "airflow", 
    "active": true, 
    "address": "localhost", 
    "port": 8157, 
    "proxyDNS": false, 
    "username": "", 
    "password": "", 
    "whitePatterns": [ 
      { 
        "title": "airflow-ui", 
        "pattern": "YOUR_HOST_NAME", 
        "type": 1, 
        "protocols": 1, 
        "active": true 
      } 
    ], 
    "blackPatterns": [], 
    "pacURL": "", 
    "index": -1 
  }, 
  "k20d21508277536715": { 
    "active": true, 
    "title": "Default", 
    "notes": "These are the settings that are used when no patterns match a URL.", 
    "color": "#0055E5", 
    "type": 5, 
    "whitePatterns": [ 
      { 
        "title": "all URLs", 
        "active": true, 
        "pattern": "*", 
        "type": 1, 
        "protocols": 1 
      } 
    ], 
    "blackPatterns": [], 
    "index": 9007199254740991 
  }, 
  "logging": { 
    "active": true, 
    "maxSize": 500 
  }, 
  "mode": "patterns", 
  "browserVersion": "82.0.3", 
  "foxyProxyVersion": "7.5.1", 
  "foxyProxyEdition": "standard"
}

6. 「 FoxyProxy 6.0以降からの設定のインポート」ペインで、「設定のインポート」を選択し、mwaa-
proxy.jsonファイルを選択します。

7. [OK] を選択します。
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ステップ 6: Apache エアフロー UI を開く

ステップ 6: Apache エアフロー UI を開く
Apache Airflow UI を開く方法については、以下のステップで示します。

1. Amazon MWAA コンソールで [環境] ページを開きます。
2. 「エアフロー UI を開く」を選択します。

次のステップ
• にある要塞ホストへの SSH トンネルで Airflow CLI コマンドを実行する方法について説明しますApache 

Airflow (p. 72)。
• の Amazon S3 バケットに DAG コードをアップロードする方法について説明しますDAG の追加または

更新するには (p. 112)。

チュートリアル:Amazon MWAA ユーザーのアクセ
ス権を DAG のサブセットに制限する

Amazon MWAA は、IAM プリンシパルを 1 つ以上の Apache Airflow のデフォルトロールにマッピングす
ることで、環境へのアクセスを管理します。次のチュートリアルでは、個々の Amazon MWAA ユーザーを
特定の DAG または一連の DAG の表示と操作のみに制限する方法を示しています。

Note

このチュートリアルのステップは、IAM の役割を引き継ぐことができれば、フェデレーテッドア
クセスを使用して完了できます。

トピック
• 前提条件 (p. 186)
• ステップ 1: デフォルトのPublic Apache Airflow ロールを使用して、Amazon MWAA ウェブサーバーが 

IAM プリンシパルにアクセスできるようにします。 (p. 187)
• ステップ 2: 新しい Apache Airflow カスタムロールを作成する (p. 187)
• ステップ 3: 作成したロールを Amazon MWAA ユーザーに割り当てる (p. 188)
• 次のステップ (p. 189)
• 関連リソース (p. 189)

前提条件
このチュートリアルの手順を完了するには、次のものが必要です。

• 複数の DAG を含む Amazon MWAA 環境 (p. 16)
• AdminAdministratorAccess権限を持つ IAM プリンシパルとMWAAUser、DAG アクセスを制限できるプ

リンシパルとしての IAM ユーザー。管理者ロールの詳細については、IAM ユーザーガイドの「管理者の
ジョブ機能」を参照してください。

Note

アクセス権限ポリシーを IAM ユーザーに直接アタッチしないでください。Amazon MWAA リ
ソースに一時的にアクセスするために引き受けることができるIAM ロールをセットアップする
ことをお勧めします。

• AWS Command Line Interfaceバージョン 2 がインストールされました。
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ステップ 1: デフォルトのPublic Apache Airflow ロー
ルを使用して、Amazon MWAA ウェブサーバーが 

IAM プリンシパルにアクセスできるようにします。ステップ 1: デフォルトのPublic Apache Airflow ロー
ルを使用して、Amazon MWAA ウェブサーバーが 
IAM プリンシパルにアクセスできるようにします。
を使用して許可を与えるにはAWS Management Console

1. AWSAdminロールを使用してアカウントにサインインし、IAM コンソールを開きます。
2. 左側のナビゲーションペインで [Users] を選択し、ユーザーテーブルから Amazon MWAA IAM ユー

ザーを選択します。
3. ユーザー詳細ページの「概要」で、「権限」タブを選択し、次に「権限ポリシー」を選択してカード

を展開し、「権限を追加」を選択します。
4. [権限の付与] セクションで、[既存のポリシーを直接添付] を選択し、次に [ポリシーの作成] を選択し

て独自のカスタム権限ポリシーを作成して添付します。
5. 「ポリシーの作成」ページで「JSON」を選択し、次の JSON アクセス権限ポリシーをコピーしてポ

リシーエディターに貼り付けます。このポリシーは、デフォルトのPublic Apache Airflow ロールを
持つユーザーに Web サーバーアクセスを許可します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": "airflow:CreateWebLoginToken", 
        "Resource": [ 
            "arn:aws:airflow:YOUR_REGION:YOUR_ACCOUNT_ID:role/YOUR_ENVIRONMENT_NAME/
Public" 
            ] 
        } 
    ] 
 }

ステップ 2: 新しい Apache Airflow カスタムロールを
作成する
Apache エアフロー UI を使用して新しいロールを作成するには

1. 管理者の IAM ロールを使用して Amazon MWAA コンソールを開き、環境の Apache Airflow UI を起動
します。

2. 上部のナビゲーションペインで、「セキュリティ」にカーソルを合わせてドロップダウンリストを開
き、「ロールをリスト」を選択すると、デフォルトの Apache Airflow ロールが表示されます。

3. ロールリストから [ユーザー] を選択し、ページ上部の [アクション] を選択してドロップダウンを開き
ます。「ロールをコピー」を選択し、「OK」 を確定します

Note

Ops ロールまたは Viewer ロールをコピーして、それぞれアクセス権を増やしたり減らした
りします。

4. テーブルで作成した新しいロールを探し、[レコードの編集] を選択します。
5. [Edit Role (Edit Role)] ページで、以下を実行します。

• [名前] で、テキストフィールドにロールの新しい名前を入力します。例えば、Restricted。
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ステップ 3: 作成したロールを 

Amazon MWAA ユーザーに割り当てる
• 権限の一覧で、アクセスを許可する一連の DAGcan read on DAGs の読み取り権限と書

き込み権限をいったん削除してから追加します。can edit on DAGsたとえば、DAG の場
合はexample_dag.py、can read on DAG:example_dagとを追加しますcan edit on 
DAG:example_dag。

[Save] (保存) を選択します。これで、Amazon MWAA 環境で利用可能な DAG のサブセットへのアク
セスを制限する新しいロールができたはずです。これで、既存の Apache Airflow ユーザーにこのロー
ルを割り当てることができるようになりました。

ステップ 3: 作成したロールを Amazon MWAA ユー
ザーに割り当てる
新しいロールを割り当てるには

1. のアクセス認証情報を使用してMWAAUser、次の CLI コマンドを実行して、環境のウェブサーバー 
URL を取得します。

$ aws mwaa get-environment --name YOUR_ENVIRONMENT_NAME | jq 
 '.Environment.WebserverUrl'

成功した場合は、次の出力が表示されます。

"ab1b2345-678a-90a1-a2aa-34a567a8a901.c13.us-west-2.airflow.amazonaws.com"

2. MWAAUserにログインした状態でAWS Management Console、新しいブラウザウィンドウを開き、次
の URL にアクセスします。Webserver-URL独自の情報に置き換えます。

https://<Webserver-URL>/home

成功すると、まだ Apache Airflow UI にアクセスする権限が付与されていないた
めMWAAUser、Forbiddenエラーページが表示されます。

3. AdminにサインインしたらAWS Management Console、Amazon MWAA コンソールをもう一度開
き、環境の Apache Airflow UI を起動します。

4. UI ダッシュボードから [セキュリティ] ドロップダウンを展開し、今度は [ユーザーを一覧表示] を選択
します。

5. ユーザーテーブルで、新しい Apache Airflow ユーザーを探し、「レコードを編集」 を選択します。
ユーザーの名は、user/mwaa-user次のパターンでIAMユーザー名と一致します:.

6. 「ユーザーの編集」 ページの「ロール」セクションで、作成した新しいカスタムロールを追加し、
「保存」を選択します。

Note

「姓」フィールドは必須ですが、スペースが要件を満たしています。

IAMPublic プリンシパルは Apache Airflow UIMWAAUser にアクセスする権限を付与し、新しいロー
ルは DAG を表示するために必要な追加の権限を提供します。

Important

Apache Airflow UI を使用して追加された IAM で承認されていない 5 つのデフォルトロール (な
どAdmin) は、次回のユーザーログイン時に削除されます。
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次のステップ

次のステップ
• Amazon MWAA 環境へのアクセス管理の詳細と、環境ユーザーに使用できる JSON IAM ポリシーの

サンプルを確認するには、を参照してください。the section called “Amazon MWAA 環境へのアクセ
ス” (p. 35)

関連リソース
• アクセス制御 (Apache Airflow ドキュメント) — デフォルトの Apache Airflow ロールの詳細について

は、Apache Airflow ドキュメントの Web サイトを参照してください。
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変数 DAG をインポート

Amazon Managed Workflows 
(MWAA) のコード例

このガイドには、Amazon Managed Workflows for Apache Airflow (MWAA) 環境で使用できるコードサン
プルが含まれています。Apache Airflowを併用するその他の例についてはAWSサービスについては、を参
照してくださいexample_dagsApache Airflow のディレクトリ GitHub repository。

サンプル
• DAG を使用して CLI で変数をインポートする (p. 190)
• を使用して SSH 接続を作成するSSHOperator (p. 192)
• での秘密鍵の使用AWS Secrets ManagerApache Airflow スノーフレーク接続用 (p. 195)
• DAG を使用してカスタムメトリクスを書き込む CloudWatch (p. 197)
• Amazon MWAA 環境での Aurora PostgreSQL データベースクリーンアップ (p. 200)
• Amazon S3 の CSV ファイルへの環境メタデータのエクスポート (p. 203)
• での秘密鍵の使用AWS Secrets ManagerApache エアフロー変数用 (p. 206)
• での秘密鍵の使用AWS Secrets ManagerApache エアフロー接続用 (p. 208)
• Oracle でカスタムプラグインを作成する (p. 211)
• ランタイム環境変数を生成するカスタムプラグインの作成 (p. 215)
• Amazon MWAA で DAG のタイムゾーンを変更する (p. 217)
• リフレッシュ CodeArtifact トークン (p. 220)
• Apache Hive と Hadoop を使用してカスタムプラグインを作成する (p. 223)
• Apache Airflow 用のカスタムプラグインの作成 PythonVirtualenvOperator (p. 227)
• Lambda 関数による DAG の呼び出し (p. 231)
• さまざまな Amazon MWAA 環境での DAG の呼び出し (p. 233)
• Amazon MWAA for Amazon RDS for Microsoft SQL Server を使用する (p. 235)
• Amazon MWAA をAmazon EMR で使用する (p. 238)
• Amazon EKS での Amazon MWAA の使用 (p. 240)
• を使用して Amazon ECS に接続するECSOperator (p. 248)
• Amazon MWAA で dbt を使う (p. 255)
• AWSブログとチュートリアル (p. 258)

DAG を使用して CLI で変数をインポートする
次のサンプルコードでは、Apache Airflow 用の Amazon マネージドワークフロー (MWAA) で CLI を使用し
て変数をインポートします。

トピック
• バージョン (p. 191)

190

https://github.com/apache/airflow/tree/main/airflow/providers/amazon/aws/example_dags


Amazon Managed Workflows for 
Apache Airflow ユーザーガイド

バージョン

• 前提条件 (p. 191)
• 許可 (p. 191)
• 依存関係 (p. 191)
• コードサンプル (p. 191)
• 次のステップ (p. 192)

バージョン
• このページのコード例は次のように使用できます。Apache エアフロー v2 以上にPython 3.7。

前提条件
• このページのコード例を使用するには、追加の権限は必要ありません。

許可
あなたのAWSアカウントにはAmazonMWAAAirflowCliAccess方針。詳細については、Apache エアフ
ロー CLI ポリシー:AmazonMWAAAirflowCliAccess (p. 35) を参照してください。

依存関係
• このコード例を Apache Airflow v2 で使用する場合、追加の依存関係は必要ありません。このコードで

は、Apache Airflow v2 ベースインストールあなたの環境で。

コードサンプル
次のサンプルコードでは、次の 3 つの入力を行います。Amazon MWAA 環境名 (mwaa_env)、AWSご使用
の環境の地域 (aws_region)、およびインポートする変数を含むローカルファイル (invar_file).

import boto3
import json
import requests  
import base64
import getopt
import sys

argv = sys.argv[1:]
mwaa_env=''
aws_region=''
var_file=''

try: 
    opts, args = getopt.getopt(argv, 'e:v:r:', ['environment', 'variable-file','region']) 
    #if len(opts) == 0 and len(opts) > 3: 
    if len(opts) != 3: 
        print ('Usage: -e MWAA environment -v variable file location and filename -r aws 
 region') 
    else: 
        for opt, arg in opts: 
            if opt in ("-e"): 
                mwaa_env=arg 
            elif opt in ("-r"): 
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次のステップ

                aws_region=arg 
            elif opt in ("-v"): 
                var_file=arg 

        boto3.setup_default_session(region_name="{}".format(aws_region)) 
        mwaa_env_name = "{}".format(mwaa_env) 

        client = boto3.client('mwaa') 
        mwaa_cli_token = client.create_cli_token( 
            Name=mwaa_env_name 
        ) 
         
        with open ("{}".format(var_file), "r") as myfile: 
            fileconf = myfile.read().replace('\n', '') 

        json_dictionary = json.loads(fileconf) 
        for key in json_dictionary: 
            print(key, " ", json_dictionary[key]) 
            val = (key + " " + json_dictionary[key]) 
            mwaa_auth_token = 'Bearer ' + mwaa_cli_token['CliToken'] 
            mwaa_webserver_hostname = 'https://{0}/aws_mwaa/
cli'.format(mwaa_cli_token['WebServerHostname']) 
            raw_data = "variables set {0}".format(val) 
            mwaa_response = requests.post( 
                mwaa_webserver_hostname, 
                headers={ 
                    'Authorization': mwaa_auth_token, 
                    'Content-Type': 'text/plain' 
                    }, 
                data=raw_data 
                ) 
            mwaa_std_err_message = base64.b64decode(mwaa_response.json()
['stderr']).decode('utf8') 
            mwaa_std_out_message = base64.b64decode(mwaa_response.json()
['stdout']).decode('utf8') 
            print(mwaa_response.status_code) 
            print(mwaa_std_err_message) 
            print(mwaa_std_out_message)

except: 
    print('Use this script with the following options: -e MWAA environment -v variable file 
 location and filename -r aws region') 
    print("Unexpected error:", sys.exc_info()[0]) 
    sys.exit(2)

次のステップ
• この例の DAG コードをdagsAmazon S3 バケット内のフォルダDAG の追加または更新するに

は (p. 112)。

を使用して SSH 接続を作成するSSHOperator
次の例は、の使用方法を示していますSSHOperatorApache Airflow (MWAA) 環境で、Apache Airflow 
(MWAA) 環境からリモートの Amazon EC2 インスタンスに接続します。同様の方法を使用して、SSH ア
クセスで任意のリモートインスタンスに接続できます。

次の例では、SSH シークレットキーをアップロードします (.pem) を環境のdagsAmazon S3 のディレク
トリ。次に、以下を使用して必要な依存関係をインストールしますrequirements.txtそして、UI で新
しい Apache Airflow 接続を作成します。最後に、リモートインスタンスへの SSH 接続を作成する DAG を
作成します。
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バージョン

トピック
• バージョン (p. 193)
• 前提条件 (p. 193)
• 許可 (p. 193)
• 要件 (p. 193)
• シークレットキーを Amazon S3 にコピーする (p. 193)
• Apache Airflow 接続を作成します (p. 194)
• コードサンプル (p. 194)

バージョン
• このページのコード例は次のように使用できます。Apache エアフロー v2 以上にPython 3.7。

前提条件
このページのサンプルコードを使用するには、以下が必要です。

• AnAmazon MWAA 環境 (p. 16)。
• SSH シークレットキー。コードサンプルでは、Amazon EC2 インスタンスと.pemAmazon MWAA 環境

と同じリージョンで環境を作成します。キーがない場合は、「」を参照してくださいキーペアの作成ま
たはインポート()Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド。

許可
• このページのコード例を使用するには、追加の権限は必要ありません。

要件
に次のパラメータを追加しますrequirements.txtをインストールするにはapache-airflow-
providers-sshウェブサーバーでパッケージを作成します。環境が更新され、Amazon MWAA が依存関
係を正常にインストールすると、新しいSSHApache Airflow UI で接続タイプを作成します。

-c https://raw.githubusercontent.com/apache/airflow/constraints-2.2.2/constraints-3.7.txt
apache-airflow-providers-ssh

Note

-cの制約 URL を定義しますrequirements.txt。これにより、Amazon MWAA はお客様の環境
に適したパッケージバージョンをインストールします。

シークレットキーを Amazon S3 にコピーする
以下を使用しますAWS Command Line Interfaceコピーするコマンド.pem環境のカギを握るdagsAmazon 
S3 のディレクトリ。

$ aws s3 cp your-secret-key.pem s3://your-bucket/dags/
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Apache Airflow 接続を作成します

Amazon MWAA はコンテンツを次の場所にコピーしますdags、を含む.pemキー、ローカルへ/usr/
local/airflow/dags/ディレクトリ、これを行うことで、Apache Airflowはキーにアクセスできます。

Apache Airflow 接続を作成します
Apache Airflow UI を使用して新しい SSH 接続を作成するには

1. を開きます「環境」ページAmazon MWAA コンソールで。
2. 環境のリストから [] を選択しますエアーフロー UI を開きます環境を作成します。
3. Apache Airflow UI ページで、Admin上部のナビゲーションバーからドロップダウンリストを展開

し、接続。
4. 上にList 接続ページ、選択+、または新しいレコードを追加しますボタンをクリックして新しい接続を

追加します。
5. 上に接続を追加ページに、次の内容を追加します。

a. にとって接続 IDと入力しますssh_new。
b. にとって接続タイプ、選択してくださいSSHドロップダウンリストから。

Note

そのファイルにSSH接続タイプがリストにありません。Amazon MWAA は必要な接続タ
イプをインストールしていませんapache-airflow-providers-sshパッケージ。を
更新するrequirements.txtファイルを保存してこのパッケージをインクルードしてか
ら、もう一度試してください。

c. にとってホストで、接続する Amazon EC2 インスタンスの IP アドレスを入力します。例:
12.345.67.89。

d. にとってユーザーネームと入力しますec2-userAmazon EC2 インスタンスに接続する場合 ユー
ザー名は、Apache Airflow に接続させたいリモートインスタンスのタイプによって異なる場合が
あります。

e. にとってExtraで、次のキーと値のペアを JSON 形式で入力します。

{ "key_file": "/usr/local/airflow/dags/your-secret-key.pem" }

このキーと値のペアは、ローカルで秘密鍵を探すように Apache Airflow に指示します。/
dagsディレクトリ。

コードサンプル
次の DAG はSSHOperatorターゲット Amazon EC2 インスタンスに接続してから、を実行しま
すhostnameインスタンスの名前を出力する Linux コマンド。DAG を変更して、リモートインスタンスで
任意のコマンドまたはスクリプトを実行できます。

1. ターミナルを開き、DAG コードが保存されているディレクトリに移動します。例:

cd dags

2. 次のコードサンプルの内容をコピーし、名前を付けてローカルに保存します。ssh.py。

from airflow.decorators import dag
from datetime import datetime
from airflow.providers.ssh.operators.ssh import SSHOperator

@dag( 
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    dag_id="ssh_operator_example", 
    schedule_interval=None,      
    start_date=datetime(2022, 1, 1), 
    catchup=False, 
    )
def ssh_dag(): 
    task_1=SSHOperator( 
        task_id="ssh_task", 
        ssh_conn_id='ssh_new', 
        command='hostname', 
    )

my_ssh_dag = ssh_dag()

3. 以下を実行しますAWS CLIコマンドを使用して DAG を環境のバケットにコピーし、Apache Airflow 
UI を使用して DAG をトリガーします。

$ aws s3 cp your-dag.py s3://your-environment-bucket/dags/

4. 成功した場合は、以下のような出力が次のタスクログに表示されま
す。ssh_task()ssh_operator_exampleダグ:

[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{base.py:79}} INFO - Using connection to: id: ssh_new. 
 Host: 12.345.67.89, Port: None,
Schema: , Login: ec2-user, Password: None, extra: {'key_file': '/usr/local/airflow/
dags/your-secret-key.pem'}
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{ssh.py:264}} WARNING - Remote Identification Change is not 
 verified. This won't protect against Man-In-The-Middle attacks
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{ssh.py:270}} WARNING - No Host Key Verification. This 
 won't protect against Man-In-The-Middle attacks
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{transport.py:1819}} INFO - Connected (version 2.0, client 
 OpenSSH_7.4)
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{transport.py:1819}} INFO - Authentication (publickey) 
 successful!
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{ssh.py:139}} INFO - Running command: hostname
[2022-01-01, 12:00:00 UTC]{{ssh.py:171}} INFO - ip-123-45-67-89.us-
west-2.compute.internal
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{taskinstance.py:1280}} INFO - Marking task as SUCCESS. 
 dag_id=ssh_operator_example, task_id=ssh_task, execution_date=20220712T200914, 
 start_date=20220712T200915, end_date=20220712T200916

での秘密鍵の使用AWS Secrets ManagerApache 
Airflow スノーフレーク接続用

次の呼び出し例AWS Secrets ManagerApache Airflow 用の Amazon マネージドワークフロー (MWAA) 
で、Apache Airflow (MWAA) でシークレットキーを取得します。必ず「」の手順を完了してくださ
い。AWS Secrets Managerシークレットを使用する Apache Airflow 接続を設定する (p. 84)。

トピック
• バージョン (p. 196)
• 前提条件 (p. 196)
• 許可 (p. 196)
• 要件 (p. 196)
• コードサンプル (p. 196)
• 次のステップ (p. 197)
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バージョン

バージョン
• このページのコード例は次のように使用できます。Apache エアフロー v2 以上にPython 3.7。

前提条件
このページのサンプルコードを使用するには、以下が必要です。

• Secrets Manager は、Apache Airflow 設定オプションとしてバックエンドを次のようにバックエンドし
ます。AWS Secrets Managerシークレットを使用する Apache Airflow 接続を設定する (p. 84)。

• Secrets Manager の Apache Airflow 接続文字列（を参照）AWS Secrets Managerシークレットを使用す
る Apache Airflow 接続を設定する (p. 84)。

許可
• Secrets Manager 権限 (以下を参照)AWS Secrets Managerシークレットを使用する Apache Airflow 接続

を設定する (p. 84)。

要件
このページのサンプルコードを使用するには、次の依存関係をrequirements.txt。詳細について
は、Python 依存関係のインストール (p. 127) を参照してください。

apache-airflow-providers-snowflake==1.3.0

コードサンプル
以下の手順では、Secrets Manager を呼び出してシークレットを取得する DAG コードを作成する方法につ
いて説明します。

1. コマンドプロンプトで、DAG コードが保存されているディレクトリに移動します。例:

cd dags

2. 次のコードサンプルの内容をコピーし、名前を付けてローカルに保存しま
すsnowflake_connection.py。

"""
Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved. 
  
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in
the Software without restriction, including without limitation the rights to
use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of
the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so. 
  
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
"""
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次のステップ

from airflow import DAG
from airflow.providers.snowflake.operators.snowflake import SnowflakeOperator
from airflow.utils.dates import days_ago

snowflake_query = [ 
    """use warehouse "MY_WAREHOUSE";""", 
    """select * from "SNOWFLAKE_SAMPLE_DATA"."WEATHER"."WEATHER_14_TOTAL" limit 
 100;""",
]

with DAG(dag_id='snowflake_test', schedule_interval=None, catchup=False, 
 start_date=days_ago(1)) as dag: 
    snowflake_select = SnowflakeOperator( 
        task_id="snowflake_select", 
        sql=snowflake_query, 
        snowflake_conn_id="snowflake_conn", 
    )

次のステップ
• この例の DAG コードをdagsAmazon S3 バケット内のフォルダDAG の追加または更新するに

は (p. 112)。

DAG を使用してカスタムメトリクスを書き込む 
CloudWatch

次のコード例を使用して、Directed Acyclic Graph (DAG) を記述し、PythonOperatorAmazon MWAA 
環境のOSレベルのメトリクスを取得します。その後、DAG はデータをカスタムメトリックスとして 
Amazon に公開します。 CloudWatch。

カスタムOSレベルのメトリックにより、環境ワーカーが仮想メモリやCPUなどのリソースをどのように利
用しているかをさらに可視化できます。この情報を使用して、環境クラス (p. 91)それはあなたの仕事量に
最も合っています。

トピック
• バージョン (p. 197)
• 前提条件 (p. 197)
• 許可 (p. 198)
• 依存関係 (p. 198)
• コードサンプル (p. 198)

バージョン
• このページのコード例は次のように使用できます。Apache エアフロー v2 以上にPython 3.7。

前提条件
このページのコード例を使用するには、以下が必要です。

• AnAmazon MWAA 環境 (p. 16)。
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許可

許可
• このページのコード例を使用するには、追加の権限は必要ありません。

依存関係
• このページのコード例を使用するには、追加の依存関係は必要ありません。

コードサンプル
1. コマンドプロンプトで、DAG コードが保存されているフォルダーに移動します。例:

cd dags

2. 次のコード例の内容をコピーし、としてローカルに保存しますdag-custom-metrics.py。置
換MWAA-ENV-NAMEあなたの環境名で。

from airflow import DAG
from airflow.operators.python_operator import PythonOperator
from airflow.utils.dates import days_ago
from datetime import datetime
import os,json,boto3,psutil,socket

def publish_metric(client,name,value,cat,unit='None'): 
    environment_name = os.getenv("MWAA_ENV_NAME") 
    value_number=float(value) 
    hostname = socket.gethostname() 
    ip_address = socket.gethostbyname(hostname) 
    print('writing value',value_number,'to metric',name) 
    response = client.put_metric_data( 
        Namespace='MWAA-Custom', 
        MetricData=[ 
            { 
                'MetricName': name, 
                'Dimensions': [ 
                    { 
                        'Name': 'Environment', 
                        'Value': environment_name 
                    }, 
                    { 
                        'Name': 'Category', 
                        'Value': cat 
                    },        
                    { 
                        'Name': 'Host', 
                        'Value': ip_address 
                    },                                      
                ], 
                'Timestamp': datetime.now(), 
                'Value': value_number, 
                'Unit': unit 
            }, 
        ] 
    ) 
    print(response) 
    return response

def python_fn(**kwargs): 
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    client = boto3.client('cloudwatch') 

    cpu_stats = psutil.cpu_stats() 
    print('cpu_stats', cpu_stats) 

    virtual = psutil.virtual_memory() 
    cpu_times_percent = psutil.cpu_times_percent(interval=0) 

    publish_metric(client=client, name='virtual_memory_total', cat='virtual_memory', 
 value=virtual.total, unit='Bytes') 
    publish_metric(client=client, name='virtual_memory_available', 
 cat='virtual_memory', value=virtual.available, unit='Bytes') 
    publish_metric(client=client, name='virtual_memory_used', cat='virtual_memory', 
 value=virtual.used, unit='Bytes') 
    publish_metric(client=client, name='virtual_memory_free', cat='virtual_memory', 
 value=virtual.free, unit='Bytes') 
    publish_metric(client=client, name='virtual_memory_active', cat='virtual_memory', 
 value=virtual.active, unit='Bytes') 
    publish_metric(client=client, name='virtual_memory_inactive', cat='virtual_memory', 
 value=virtual.inactive, unit='Bytes') 
    publish_metric(client=client, name='virtual_memory_percent', cat='virtual_memory', 
 value=virtual.percent, unit='Percent') 

    publish_metric(client=client, name='cpu_times_percent_user', 
 cat='cpu_times_percent', value=cpu_times_percent.user, unit='Percent') 
    publish_metric(client=client, name='cpu_times_percent_system', 
 cat='cpu_times_percent', value=cpu_times_percent.system, unit='Percent') 
    publish_metric(client=client, name='cpu_times_percent_idle', 
 cat='cpu_times_percent', value=cpu_times_percent.idle, unit='Percent') 

    return "OK"

with DAG(dag_id=os.path.basename(__file__).replace(".py", ""), schedule_interval='*/5 * 
 * * *', catchup=False, start_date=days_ago(1)) as dag: 
    t = PythonOperator(task_id="memory_test", python_callable=python_fn, 
 provide_context=True)

3. 以下を実行しますAWS CLIコマンドを使用して DAG を環境のバケットにコピーし、Apache Airflow 
UI を使用して DAG をトリガーします。

$ aws s3 cp your-dag.py s3://your-environment-bucket/dags/

4. DAG が正常に実行されると、Apache Airflow ログに次のような内容が表示されます。

[2022-08-16, 10:54:46 UTC] {{logging_mixin.py:109}} INFO - cpu_stats 
 scpustats(ctx_switches=3253992384, interrupts=1964237163, soft_interrupts=492328209, 
 syscalls=0)
[2022-08-16, 10:54:46 UTC] {{logging_mixin.py:109}} INFO - writing value 16024199168.0 
 to metric virtual_memory_total
[2022-08-16, 10:54:46 UTC] {{logging_mixin.py:109}} INFO - {'ResponseMetadata': 
 {'RequestId': 'fad289ac-aa51-46a9-8b18-24e4e4063f4d', 'HTTPStatusCode': 200, 
 'HTTPHeaders': {'x-amzn-requestid': 'fad289ac-aa51-46a9-8b18-24e4e4063f4d', 'content-
type': 'text/xml', 'content-length': '212', 'date': 'Tue, 16 Aug 2022 17:54:45 GMT'}, 
 'RetryAttempts': 0}}
[2022-08-16, 10:54:46 UTC] {{logging_mixin.py:109}} INFO - writing value 14356287488.0 
 to metric virtual_memory_available
[2022-08-16, 10:54:46 UTC] {{logging_mixin.py:109}} INFO - {'ResponseMetadata': 
 {'RequestId': '6ef60085-07ab-4865-8abf-dc94f90cab46', 'HTTPStatusCode': 200, 
 'HTTPHeaders': {'x-amzn-requestid': '6ef60085-07ab-4865-8abf-dc94f90cab46', 'content-
type': 'text/xml', 'content-length': '212', 'date': 'Tue, 16 Aug 2022 17:54:45 GMT'}, 
 'RetryAttempts': 0}}
[2022-08-16, 10:54:46 UTC] {{logging_mixin.py:109}} INFO - writing value 1342296064.0 
 to metric virtual_memory_used
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[2022-08-16, 10:54:46 UTC] {{logging_mixin.py:109}} INFO - {'ResponseMetadata': 
 {'RequestId': 'd5331438-5d3c-4df2-bc42-52dcf8d60a00', 'HTTPStatusCode': 200, 
 'HTTPHeaders': {'x-amzn-requestid': 'd5331438-5d3c-4df2-bc42-52dcf8d60a00', 'content-
type': 'text/xml', 'content-length': '212', 'date': 'Tue, 16 Aug 2022 17:54:45 GMT'}, 
 'RetryAttempts': 0}}
...
[2022-08-16, 10:54:46 UTC] {{python.py:152}} INFO - Done. Returned value was: OK
[2022-08-16, 10:54:46 UTC] {{taskinstance.py:1280}} INFO - Marking task as SUCCESS. 
 dag_id=dag-custom-metrics, task_id=memory_test, execution_date=20220816T175444, 
 start_date=20220816T175445, end_date=20220816T175446
[2022-08-16, 10:54:46 UTC] {{local_task_job.py:154}} INFO - Task exited with return 
 code 0

Amazon MWAA 環境での Aurora PostgreSQL デー
タベースクリーンアップ

Apache Airflow（MWAA）向けAmazonマネージドワークフローは、Aurora PostgreSQLデータベースを
Apache Airflowメタデータとして使用し、そこにDAGが実行され、タスクインスタンスが保存されます。
次のサンプルコードでは、Amazon MWAA 環境の専用の Aurora PostgreSQL データベースからエントリを
定期的に消去します。

トピック
• バージョン (p. 200)
• 前提条件 (p. 200)
• 依存関係 (p. 200)
• コードサンプル (p. 201)

バージョン
• このページのサンプルコードは、Apache Airflow v1にPython 3.7。

• このページのコード例は次のように使用できます。Apache エアフロー v2 以上にPython 3.7。

前提条件
このページのサンプルコードを使用するには、以下が必要です。

• AnAmazon MWAA 環境 (p. 16)。

依存関係
• このコード例を Apache Airflow v1 で使用する場合、追加の依存関係は必要ありません。このコードで

は、Apache Airflow v1 ベースインストールあなたの環境で。

• このコード例を Apache Airflow v2 で使用する場合、追加の依存関係は必要ありません。このコードで
は、Apache Airflow v2 ベースインストールあなたの環境で。
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コードサンプル
Apache Airflow v2

"""
Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved. 
  
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in
the Software without restriction, including without limitation the rights to
use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of
the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so. 
  
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
"""
from airflow import DAG, settings 
  
from airflow.operators.python import PythonOperator
from airflow.utils.dates import days_ago
from airflow.jobs.base_job import BaseJob
from airflow.models import DAG, DagModel, DagRun, ImportError, Log, SlaMiss, 
 RenderedTaskInstanceFields, TaskFail, TaskInstance, TaskReschedule, Variable, XCom 
  
from datetime import timedelta
import os 
  
DEFAULT_ARGS = { 
    'owner': 'airflow', 
    'depends_on_past': False, 
    'email': ['airflow@example.com'], 
    'email_on_failure': False, 
    'email_on_retry': False, 
    'retries': 0,
} 
  
DEFAULT_MAX_AGE_IN_DAYS = 31  
  
OBJECTS_TO_CLEAN = [[BaseJob,BaseJob.latest_heartbeat],  
    [DagModel,DagModel.last_parsed_time],  
    [DagRun,DagRun.execution_date],  
    [ImportError,ImportError.timestamp], 
    [Log,Log.dttm],  
    [SlaMiss,SlaMiss.execution_date],  
    [RenderedTaskInstanceFields,RenderedTaskInstanceFields.execution_date],  
    [TaskFail,TaskFail.execution_date],  
    [TaskInstance, TaskInstance.execution_date], 
    [TaskReschedule, TaskReschedule.execution_date], 
    [XCom,XCom.execution_date],      
] 
  
def cleanup_db_fn(**kwargs): 
    session = settings.Session() 
    print("session: ",str(session)) 
  
    oldest_date = days_ago(int(Variable.get("max_metadb_storage_days", 
 default_var=DEFAULT_MAX_AGE_IN_DAYS))) 
    print("oldest_date: ",oldest_date) 
  
    for x in OBJECTS_TO_CLEAN: 
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        query = session.query(x[0]).filter(x[1] <= oldest_date) 
        print(str(x[0]),": ",str(query.all())) 
        query.delete(synchronize_session=False) 
  
    session.commit() 
  
    return "OK" 
  
with DAG( 
    dag_id=os.path.basename(__file__).replace(".py", ""), 
    default_args=DEFAULT_ARGS, 
    dagrun_timeout=timedelta(hours=2), 
    start_date=days_ago(1), 
    schedule_interval='@daily', 
    tags=['db']
) as dag: 
  
    cleanup_db = PythonOperator( 
        task_id="cleanup_db", 
        python_callable=cleanup_db_fn, 
        provide_context=True      
    )

Apache Airflow v1

"""
Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved. 
  
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in
the Software without restriction, including without limitation the rights to
use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of
the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so. 
  
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
""" 
  
from airflow import DAG, settings 
  
from airflow.operators.python_operator import PythonOperator
from airflow.utils.dates import days_ago
from airflow.jobs import BaseJob
from airflow.models import DAG, DagModel, DagRun, ImportError, Log, SlaMiss, 
 RenderedTaskInstanceFields, TaskFail, TaskInstance, TaskReschedule, Variable, XCom 
  
from datetime import timedelta
import os 
  
DEFAULT_ARGS = { 
    'owner': 'airflow', 
    'depends_on_past': False, 
    'email': ['airflow@example.com'], 
    'email_on_failure': False, 
    'email_on_retry': False, 
    'retries': 0,
} 
  
DEFAULT_MAX_AGE_IN_DAYS = 31  
  
OBJECTS_TO_CLEAN = [[BaseJob,BaseJob.latest_heartbeat],  
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    [DagModel,DagModel.last_scheduler_run],  
    [DagRun,DagRun.execution_date],  
    [ImportError,ImportError.timestamp], 
    [Log,Log.dttm],  
    [SlaMiss,SlaMiss.execution_date],  
    [RenderedTaskInstanceFields,RenderedTaskInstanceFields.execution_date],  
    [TaskFail,TaskFail.execution_date],  
    [TaskInstance, TaskInstance.execution_date], 
    [TaskReschedule, TaskReschedule.execution_date], 
    [XCom,XCom.execution_date],      
] 
  
def cleanup_db_fn(**kwargs): 
    session = settings.Session() 
    print("session: ",str(session)) 
  
    oldest_date = days_ago(int(Variable.get("max_metadb_storage_days", 
 default_var=DEFAULT_MAX_AGE_IN_DAYS))) 
    print("oldest_date: ",oldest_date) 
  
    for x in OBJECTS_TO_CLEAN: 
        query = session.query(x[0]).filter(x[1] <= oldest_date) 
        print(str(x[0]),": ",str(query.all())) 
        query.delete(synchronize_session=False) 
  
    session.commit() 
  
    return "OK" 
  
with DAG( 
    dag_id=os.path.basename(__file__).replace(".py", ""), 
    default_args=DEFAULT_ARGS, 
    dagrun_timeout=timedelta(hours=2), 
    start_date=days_ago(1), 
    schedule_interval='@daily', 
    tags=['db']
) as dag: 
  
    cleanup_db = PythonOperator( 
        task_id="cleanup_db", 
        python_callable=cleanup_db_fn, 
        provide_context=True      
    )

Amazon S3 の CSV ファイルへの環境メタデータの
エクスポート

次のコード例は、データベースにさまざまな DAG 実行情報を問い合わせてデータを書き込む有向非循環
グラフ (DAG) を作成する方法を示しています。.csvファイルを Amazon S3 に保存します。

データをローカルで検査したり、オブジェクトストレージにアーカイブしたり、次のようなツールと組
み合わせたりするために、環境の Aurora PostgreSQL データベースから情報をエクスポートしたい場
合があります。Amazon S3 から Amazon Redshift へのオペレーターそしてデータベースクリーンアッ
プ (p. 200)これは、Amazon MWAA メタデータを環境外に移動させながら、future 分析のために保存す
るためです。

データベースにクエリを実行して、にリストされている任意のオブジェクトを検索できます。Apache 
Airflow モデル。このコードサンプルでは、次の 3 つのモデルを使用しています。DagRun,TaskFail、お
よびTaskInstance、DAG 実行に関連する情報を提供します。
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バージョン

トピック
• バージョン (p. 204)
• 前提条件 (p. 204)
• 許可 (p. 204)
• 要件 (p. 204)
• コードサンプル (p. 204)

バージョン
• このページのコード例は次のとおり使用できます。Apache エアフロー v2 以上にPython 3.7。

前提条件
このページのサンプルコードを使用するには、以下が必要です。

• AnAmazon MWAA 環境 (p. 16)。
• ある新しい Amazon S3 バケットメタデータ情報をエクスポートする場所。

許可
Amazon MWAA には Amazon S3 アクションの許可が必要ですs3:PutObjectクエリされたメタデータ情
報を Amazon S3 に書き込む場合。環境の実行ロールに次のポリシーステートメントを追加します。

{ 
  "Effect": "Allow", 
  "Action": "s3:PutObject*", 
  "Resource": "arn:aws:s3:::your-new-export-bucket"
}

このポリシーでは、書き込み権限のみに制限されていますyour-new-export-bucket。

要件
• このコード例を Apache Airflow v2 で使用する場合、追加の依存関係は必要ありません。このコードで

はApache Airflow v2 ベースインストールあなたの環境で。

コードサンプル
以下の手順では、Aurora PostgreSQL にクエリを実行し、その結果を新しい Amazon S3 バケットに書き
込む DAG を作成する方法について説明します。

1. ターミナルで、DAG コードが保存されているディレクトリに移動します。例:

cd dags

2. 次のコード例の内容をコピーし、としてローカルに保存します。metadata_to_csv.py。に割り当
てられた値を変更できます。MAX_AGE_IN_DAYSDAGがメタデータデータベースからクエリする最も
古いレコードの経過時間を制御します。
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コードサンプル

from airflow.decorators import dag, task
from airflow import settings
import os
import boto3
from airflow.utils.dates import days_ago
from airflow.models import DagRun, TaskFail, TaskInstance
import csv, re
from io import StringIO

DAG_ID = os.path.basename(__file__).replace(".py", "")

MAX_AGE_IN_DAYS = 30  
S3_BUCKET = '<your-export-bucket>'
S3_KEY = 'files/export/{0}.csv'  

# You can add other objects to export from the metadatabase,
OBJECTS_TO_EXPORT = [ 
    [DagRun,DagRun.execution_date],  
    [TaskFail,TaskFail.execution_date],  
    [TaskInstance, TaskInstance.execution_date],
] 
  
@task()
def export_db_task(**kwargs): 
    session = settings.Session() 
    print("session: ",str(session)) 
  
    oldest_date = days_ago(MAX_AGE_IN_DAYS) 
    print("oldest_date: ",oldest_date) 

    s3 = boto3.client('s3') 

    for x in OBJECTS_TO_EXPORT: 
        query = session.query(x[0]).filter(x[1] >= days_ago(MAX_AGE_IN_DAYS)) 
        print("type",type(query)) 
        allrows=query.all() 
        name=re.sub("[<>']", "", str(x[0])) 
        print(name,": ",str(allrows)) 

        if len(allrows) > 0: 
            outfileStr="" 
            f = StringIO(outfileStr) 
            w = csv.DictWriter(f, vars(allrows[0]).keys()) 
            w.writeheader() 
            for y in allrows: 
                w.writerow(vars(y)) 
            outkey = S3_KEY.format(name[6:]) 
            s3.put_object(Bucket=S3_BUCKET, Key=outkey, Body=f.getvalue()) 
  
@dag( 
    dag_id=DAG_ID, 
    schedule_interval=None, 
    start_date=days_ago(1), 
    )
def export_db(): 
    t = export_db_task()

metadb_to_s3_test = export_db()

3. 以下を実行しますAWS CLIコマンドを使用して DAG を環境のバケットにコピーし、Apache Airflow 
UI を使用して DAG をトリガーします。

$ aws s3 cp your-dag.py s3://your-environment-bucket/dags/
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Secrets Manager で Apache Airflow 変数を使用する

4. 成功した場合は、のタスクログに以下のような出力が表示されます。export_dbタスク:

[2022-01-01, 12:00:00 PDT] {{logging_mixin.py:109}} INFO - type <class 
 'sqlalchemy.orm.query.Query'>
[2022-01-01, 12:00:00 PDT] {{logging_mixin.py:109}} INFO - class 
 airflow.models.dagrun.DagRun : [your-tasks]
[2022-01-01, 12:00:00 PDT] {{logging_mixin.py:109}} INFO - type <class 
 'sqlalchemy.orm.query.Query'>
[2022-01-01, 12:00:00 PDT] {{logging_mixin.py:109}} INFO - class 
 airflow.models.taskfail.TaskFail :  [your-tasks]
[2022-01-01, 12:00:00 PDT] {{logging_mixin.py:109}} INFO - type <class 
 'sqlalchemy.orm.query.Query'>
[2022-01-01, 12:00:00 PDT] {{logging_mixin.py:109}} INFO - class 
 airflow.models.taskinstance.TaskInstance :  [your-tasks]
[2022-01-01, 12:00:00 PDT] {{python.py:152}} INFO - Done. Returned value was: OK
[2022-01-01, 12:00:00 PDT] {{taskinstance.py:1280}} INFO - Marking task as 
 SUCCESS. dag_id=metadb_to_s3, task_id=export_db, execution_date=20220101T000000, 
 start_date=20220101T000000, end_date=20220101T000000
[2022-01-01, 12:00:00 PDT] {{local_task_job.py:154}} INFO - Task exited with return 
 code 0
[2022-01-01, 12:00:00 PDT] {{local_task_job.py:264}} INFO - 0 downstream tasks 
 scheduled from follow-on schedule check

エクスポートされたファイルにアクセスしてダウンロードできるようになりました.csvの新しい 
Amazon S3 バケットのファイル/files/export/。

での秘密鍵の使用AWS Secrets ManagerApache エ
アフロー変数用

次の呼び出し例AWS Secrets ManagerAmazon Managed Workflows for Apache Airflow (MWAA) でApache 
Airflow 変数のシークレットキーを取得する。の手順を完了しておくことAWS Secrets Managerシークレッ
トを使用する Apache Airflow 接続を設定する (p. 84)。

トピック
• バージョン (p. 206)
• 前提条件 (p. 206)
• 許可 (p. 207)
• 要件 (p. 207)
• コードサンプル (p. 207)
• 次のステップ (p. 208)

バージョン
• このページのサンプルコードはApache Airflow v1にPython 3.7。

• このページのコード例は次のように使用できます。Apache エアフロー v2 以上にPython 3.7。

前提条件
このページのサンプルコードを使用するには、以下が必要です。
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許可

• Secrets Manager バックエンドは Apache Airflow 設定オプションとして次のように表示されます。AWS 
Secrets Managerシークレットを使用する Apache Airflow 接続を設定する (p. 84)。

• Secrets Manager の Apache Airflow 変数文字列 (以下を参照)AWS Secrets Managerシークレットを使用
する Apache Airflow 接続を設定する (p. 84)。

許可
• Secrets Manager 権限（を参照）AWS Secrets Managerシークレットを使用する Apache Airflow 接続を

設定する (p. 84)。

要件
• このコード例を Apache Airflow v1 で使用する場合、追加の依存関係は必要ありません。このコードで

は、Apache Airflow v1 ベースインストールあなたの環境で。

• このコード例を Apache Airflow v2 で使用する場合、追加の依存関係は必要ありません。このコードで
は、Apache Airflow v2 ベースインストールあなたの環境で。

コードサンプル
以下の手順では、Secrets Manager を呼び出してシークレットを取得する DAG コードを作成する方法につ
いて説明します。

1. コマンドプロンプトで、DAG コードが保存されているディレクトリに移動します。例:

cd dags

2. 次のコードサンプルの内容をコピーし、ローカルに名前を付けて保存しますsecrets-manager-
var.py。

from airflow import DAG
from airflow.operators.python_operator import PythonOperator
from airflow.models import Variable
from airflow.utils.dates import days_ago
from datetime import timedelta
import os
DAG_ID = os.path.basename(__file__).replace(".py", "")
DEFAULT_ARGS = { 
    'owner': 'airflow', 
    'depends_on_past': False, 
    'email': ['airflow@example.com'], 
    'email_on_failure': False, 
    'email_on_retry': False,
}
def get_variable_fn(**kwargs): 
    my_variable_name = Variable.get("test-variable", default_var="undefined") 
    print("my_variable_name: ", my_variable_name) 
    return my_variable_name
with DAG( 
    dag_id=DAG_ID, 
    default_args=DEFAULT_ARGS, 
    dagrun_timeout=timedelta(hours=2), 
    start_date=days_ago(1), 
    schedule_interval='@once', 
    tags=['variable']
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次のステップ

) as dag: 
    get_variable = PythonOperator( 
        task_id="get_variable", 
        python_callable=get_variable_fn, 
        provide_context=True 
    )

次のステップ
• この例の DAG コードをdagsAmazon S3 バケットのフォルダDAG の追加または更新するに

は (p. 112)。

での秘密鍵の使用AWS Secrets ManagerApache エ
アフロー接続用

次の呼び出し例AWS Secrets ManagerApache Airflow 用の Amazon マネージドワークフロー (MWAA) で
Apache Airflow (MWAA) でApache Airflow 用の Apache Airflow の手順を完了しておくことAWS Secrets 
Managerシークレットを使用する Apache Airflow 接続を設定する (p. 84)。

トピック
• バージョン (p. 208)
• 前提条件 (p. 208)
• 許可 (p. 208)
• 要件 (p. 207)
• コードサンプル (p. 209)
• 次のステップ (p. 211)

バージョン
• このページのサンプルコードは、Apache Airflow v1にPython 3.7。

• このページのコード例は次のように使用できます。Apache エアフロー v2 以上にPython 3.7。

前提条件
このページのサンプルコードを使用するには、以下が必要です。

• Secrets Manager バックエンドは Apache Airflow 設定オプションとして次のように表示されます。AWS 
Secrets Managerシークレットを使用する Apache Airflow 接続を設定する (p. 84)。

• Secrets Manager の Apache Airflow 接続文字列（を参照）AWS Secrets Managerシークレットを使用す
る Apache Airflow 接続を設定する (p. 84)。

許可
• Secrets Manager 権限（を参照）AWS Secrets Managerシークレットを使用する Apache Airflow 接続を

設定する (p. 84)。
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要件

要件
• このコード例を Apache Airflow v1 で使用する場合、追加の依存関係は必要ありません。このコードで

は、Apache Airflow v1 ベースインストールあなたの環境で。

• このコード例を Apache Airflow v2 で使用する場合、追加の依存関係は必要ありません。このコードで
は、Apache Airflow v2 ベースインストールあなたの環境で。

コードサンプル
以下の手順では、Secrets Manager を呼び出してシークレットを取得する DAG コードを作成する方法につ
いて説明します。

Apache Airflow v2

1. コマンドプロンプトで、DAG コードが保存されているディレクトリに移動します。例:

cd dags

2. 次のコードサンプルの内容をコピーし、名前を付けてローカルに保存しますsecrets-
manager.py。

"""
Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved. 
  
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in
the Software without restriction, including without limitation the rights to
use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of
the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so. 
  
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
"""
from airflow import DAG, settings, secrets
from airflow.operators.python import PythonOperator
from airflow.utils.dates import days_ago
from airflow.providers.amazon.aws.hooks.base_aws import AwsBaseHook

from datetime import timedelta
import os

### The steps to create this secret key can be found at: https://
docs.aws.amazon.com/mwaa/latest/userguide/connections-secrets-manager.html
sm_secretId_name = 'airflow/connections/myconn'

default_args = { 
    'owner': 'airflow', 
    'start_date': days_ago(1), 
    'depends_on_past': False
}

### Gets the secret myconn from Secrets Manager
def read_from_aws_sm_fn(**kwargs): 
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コードサンプル

    ### set up Secrets Manager 
    hook = AwsBaseHook(client_type='secretsmanager') 
    client = hook.get_client_type('secretsmanager') 
    response = client.get_secret_value(SecretId=sm_secretId_name) 
    myConnSecretString = response["SecretString"] 

    return myConnSecretString

### 'os.path.basename(__file__).replace(".py", "")' uses the file name secrets-
manager.py for a DAG ID of secrets-manager
with DAG( 
        dag_id=os.path.basename(__file__).replace(".py", ""), 
        default_args=default_args, 
        dagrun_timeout=timedelta(hours=2), 
        start_date=days_ago(1), 
        schedule_interval=None
) as dag: 
    write_all_to_aws_sm = PythonOperator( 
        task_id="read_from_aws_sm", 
        python_callable=read_from_aws_sm_fn, 
        provide_context=True 
    )

Apache Airflow v1

1. コマンドプロンプトで、DAG コードが保存されているディレクトリに移動します。例:

cd dags

2. 次のコードサンプルの内容をコピーし、名前を付けてローカルに保存しますsecrets-
manager.py。

from airflow import DAG, settings, secrets
from airflow.operators.python_operator import PythonOperator
from airflow.utils.dates import days_ago
from airflow.contrib.hooks.aws_hook import AwsHook

from datetime import timedelta
import os

### The steps to create this secret key can be found at: https://
docs.aws.amazon.com/mwaa/latest/userguide/connections-secrets-manager.html
sm_secretId_name = 'airflow/connections/myconn'

default_args = { 
    'owner': 'airflow', 
    'start_date': days_ago(1), 
    'depends_on_past': False
}

### Gets the secret myconn from Secrets Manager
def read_from_aws_sm_fn(**kwargs): 
    ### set up Secrets Manager 
    hook = AwsHook() 
    client = hook.get_client_type('secretsmanager') 
    response = client.get_secret_value(SecretId=sm_secretId_name) 
    myConnSecretString = response["SecretString"] 

    return myConnSecretString
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次のステップ

### 'os.path.basename(__file__).replace(".py", "")' uses the file name secrets-
manager.py for a DAG ID of secrets-manager
with DAG( 
        dag_id=os.path.basename(__file__).replace(".py", ""), 
        default_args=default_args, 
        dagrun_timeout=timedelta(hours=2), 
        start_date=days_ago(1), 
        schedule_interval=None
) as dag: 
    write_all_to_aws_sm = PythonOperator( 
        task_id="read_from_aws_sm", 
        python_callable=read_from_aws_sm_fn, 
        provide_context=True 
    )

次のステップ
• この例の DAG コードをdagsAmazon S3 バケット内のフォルダDAG の追加または更新するに

は (p. 112)。

Oracle でカスタムプラグインを作成する
次のサンプルでは、Oracle for Amazon MWAA を使用してカスタムプラグインを作成する手順を説明しま
す。このプラグインは、plugins.zip ファイル内の他のカスタムプラグインやバイナリと組み合わせること
ができます。

目次
• バージョン (p. 211)
• 前提条件 (p. 211)
• 許可 (p. 212)
• 要件 (p. 212)
• コードサンプル (p. 212)
• カスタムプラグインの作成 (p. 213)

• 依存関係のダウンロード (p. 213)
• カスタムプラグイン (p. 214)
• Plugins.zip (p. 214)

• エアフロー設定オプション (p. 215)
• 次のステップ (p. 215)

バージョン
• このページのサンプルコードは以下で使用できますApache Airflow v1にPython 3.7。

• このページのコード例は次のとおり使用できます。Apache エアフロー v2 以上にPython 3.7。

前提条件
このページのサンプルコードを使用するには、以下が必要です。
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許可

• AnAmazon MWAA 環境 (p. 16)。
• ワーカーロギングはどのログレベルでも有効になっているCRITICALまたはそれ以上、環境のと

か。Amazon MWAA ログタイプとロググループの管理方法の詳細については、the section called “エア
フローの表示” (p. 285)

許可
• このページのコード例を使用するには、追加の権限は必要ありません。

要件
このページのサンプルコードを使用するには、次の依存関係をrequirements.txt。詳細について
は、Python 依存関係のインストール (p. 127) を参照してください。

Apache Airflow v2

-c https://raw.githubusercontent.com/apache/airflow/constraints-2.0.2/
constraints-3.7.txt
cx_Oracle
apache-airflow-providers-oracle

Apache Airflow v1

cx_Oracle==8.1.0
apache-airflow[oracle]==1.10.12

コードサンプル
次の手順では、カスタムプラグインをテストする DAG コードを作成する方法について説明します。

1. コマンドプロンプトで、DAG コードが保存されているディレクトリに移動します。例:

cd dags

2. 次のコードサンプルの内容をコピーし、名前を付けてローカルに保存しますoracle.py。

from airflow import DAG
from airflow.operators.python_operator import PythonOperator
from airflow.utils.dates import days_ago
import os
import cx_Oracle

DAG_ID = os.path.basename(__file__).replace(".py", "")

def testHook(**kwargs): 
    cx_Oracle.init_oracle_client() 
    version = cx_Oracle.clientversion() 
    print("cx_Oracle.clientversion",version) 
    return version

with DAG(dag_id=DAG_ID, schedule_interval=None, catchup=False, start_date=days_ago(1)) 
 as dag: 
    hook_test = PythonOperator( 
        task_id="hook_test", 
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カスタムプラグインの作成

        python_callable=testHook, 
        provide_context=True  
    )

カスタムプラグインの作成
このセクションでは、依存関係をダウンロードし、カスタムプラグインと plugins.zip を作成する方法につ
いて説明します。

依存関係のダウンロード
Amazon MWAA は plugins.zip の内容を次の場所に抽出します/usr/local/airflow/plugins各 
Amazon MWAA スケジューラとワーカーコンテナで。これは環境にバイナリを追加するために使用されま
す。次の手順では、カスタムプラグインに必要なファイルをアセンブルする方法について説明します。

Amazon Linux コンテナイメージをプルします

1. コマンドプロンプトで Amazon Linux コンテナイメージを取得し、コンテナをローカルで実行しま
す。例:

docker pull amazonlinux
docker run -it amazonlinux:latest /bin/bash

コマンドプロンプトから bash コマンドラインを呼び出す必要があります。例:

bash-4.2#

2. Linux ネイティブの非同期入出力機能 (libaio) をインストールします。

yum -y install libaio

3. 以降の手順では、このウィンドウを開いたままにしておきます。次のファイルをローカルにコピーし
ます。lib64/libaio.so.1,lib64/libaio.so.1.0.0,lib64/libaio.so.1.0.1。

クライアントフォルダのダウンロード

1. unzip パッケージをローカルにインストールします。例:

sudo yum install unzip

2. oracle_plugin ディレクトリの作成 例:

mkdir oracle_plugin
cd oracle_plugin

3. 次の curl コマンドを使用して、instantclient-basic-linuxx64-18.5.0.0.0dbru.zipからLinux x86-64 (64 
ビット) 用 Oracle インスタントクライアントダウンロード。

curl https://download.oracle.com/otn_software/linux/instantclient/185000/instantclient-
basic-linux.x64-18.5.0.0.0dbru.zip > client.zip

4. client.zip ファイルを解凍します。例:

unzip *.zip
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カスタムプラグインの作成

Docker からファイルを抽出

1. 新しいコマンドプロンプトで、Docker コンテナ ID を表示して書き留めます。例:

docker container ls

コマンドプロンプトは、すべてのコンテナとその ID を返すはずです。例:

debc16fd6970

2. あなたの中にoracle_pluginディレクトリ、抽出lib64/libaio.so.1,lib64/
libaio.so.1.0.0,lib64/libaio.so.1.0.1ローカルへのファイルinstantclient_18_5フォ
ルダ。例:

docker cp debc16fd6970:/lib64/libaio.so.1 instantclient_18_5/
docker cp debc16fd6970:/lib64/libaio.so.1.0.0 instantclient_18_5/
docker cp debc16fd6970:/lib64/libaio.so.1.0.1 instantclient_18_5/

カスタムプラグイン
Apache Airflow は、起動時にプラグインフォルダー内の Python ファイルの内容を実行します。これは環境
変数の設定と変更に使用されます。次の手順では、カスタムプラグインのサンプルコードについて説明し
ます。

• 次のコードサンプルの内容をコピーし、名前を付けてローカルに保存しま
すenv_var_plugin_oracle.py。

from airflow.plugins_manager import AirflowPlugin
import os

os.environ["LD_LIBRARY_PATH"]='/usr/local/airflow/plugins/instantclient_18_5'
os.environ["DPI_DEBUG_LEVEL"]="64"

class EnvVarPlugin(AirflowPlugin):                 
    name = 'env_var_plugin' 

Plugins.zip
以下の手順は、の作成方法を示していますplugins.zip。この例の内容は、他のプラグインやバイナリと
組み合わせて 1 つにすることができます。plugins.zipファイル。

プラグインディレクトリの内容を Zip で圧縮します

1. コマンドプロンプトで、oracle_pluginディレクトリ。例:

cd oracle_plugin

2. ZIPinstantclient_18_5plugins.zip のディレクトリ。例:

zip -r ../plugins.zip ./

3. コマンドプロンプトに以下が表示されます。

oracle_plugin$ ls
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client.zip  instantclient_18_5

4. を削除するclient.zipファイル。例:

rm client.zip

env_var_plugin_oracle.py ファイルを圧縮します

1. 追加env_var_plugin_oracle.pyファイルを plugins.zip のルートに保存します。例:

zip plugins.zip env_var_plugin_oracle.py

2. これで、plugins.zip には次のものが含まれているはずです:

env_var_plugin_oracle.py
instantclient_18_5/

エアフロー設定オプション
Apache Airflow v2 を使っているなら、追加してくださいcore.lazy_load_plugins : FalseApache 
Airflow 設定オプションとして。詳細については、次を参照してください。設定オプションを使用して 2 で
プラグインをロードする (p. 98)。

次のステップ
• のアップロード方法について説明します。requirements.txtこの例では、次の場所の Amazon S3 バ

ケットにファイルしますPython 依存関係のインストール (p. 127)。
• この例の DAG コードをdags次の Amazon S3 バケット内のフォルダDAG の追加または更新するに

は (p. 112)。
• のアップロード方法の詳細について説明します。plugins.zipこの例では、次の場所の Amazon S3 バ

ケットにファイルしますカスタムプラグインのインストール (p. 116)。

ランタイム環境変数を生成するカスタムプラグイン
の作成

次のサンプルは、Amazon Managed Workflows for Apache Airflow (MWAA) 環境で実行時に環境変数を生
成するカスタムプラグインを作成する手順を以下に示します。

トピック
• バージョン (p. 216)
• 前提条件 (p. 216)
• 許可 (p. 216)
• 要件 (p. 216)
• カスタムプラグイン (p. 216)
• Plugins.zip (p. 216)
• エアフロー設定オプション (p. 217)
• 次のステップ (p. 217)
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バージョン

バージョン
• このページのサンプルコードは以下で使用できますApache Airflow v1にPython 3.7。

前提条件
このページのサンプルコードを使用するには、以下が必要です。

• AnAmazon MWAA 環境 (p. 16)。

許可
• このページのコード例を使用するには、追加の権限は必要ありません。

要件
• このコード例を Apache Airflow v1 で使用する場合、追加の依存関係は必要ありません。このコードで

はApache Airflow v1 ベースインストールあなたの環境で。

カスタムプラグイン
Apache Airflow は、起動時にプラグインフォルダー内の Python ファイルの内容を実行します。これは環境
変数の設定と変更に使用されます。次の手順は、カスタムプラグインのサンプルコードを示しています。

1. コマンドプロンプトで、プラグインが保存されているディレクトリに移動します。例:

cd plugins

2. 次のコードサンプルの内容をコピーし、と名前を付けてローカルに保存しま
す。env_var_plugin.py上のフォルダにあります。

from airflow.plugins_manager import AirflowPlugin
import os

os.environ["PATH"] = os.getenv("PATH") + ":/usr/local/airflow/.local/lib/python3.7/
site-packages"  
os.environ["JAVA_HOME"]="/usr/lib/jvm/java-1.8.0-
openjdk-1.8.0.272.b10-1.amzn2.0.1.x86_64"

class EnvVarPlugin(AirflowPlugin):                 
     name = 'env_var_plugin'

Plugins.zip
以下の手順は、の作成方法を示しています。plugins.zip。この例の内容は、他のプラグインやバイナリ
と組み合わせて 1 つにすることができますplugins.zipファイル。

1. コマンドプロンプトで、hive_plugin前の手順からのディレクトリ。例:
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cd plugins

2. 中身を Zip で圧縮してくださいpluginsフォルダ。

zip -r ../plugins.zip ./

エアフロー設定オプション
Apache Airflow v2 を使っているなら、追加してくださいcore.lazy_load_plugins : FalseApache 
Airflow 設定オプションとして。詳細については、次を参照してください。設定オプションを使用して 2 で
プラグインをロードする (p. 98)。

次のステップ
• のアップロード方法について説明します。requirements.txtこの例では、Amazon S3 バケットに

ファイルします。Python 依存関係のインストール (p. 127)。
• この例の DAG コードをdagsAmazon S3 バケット内のフォルダDAG の追加または更新するに

は (p. 112)。
• のアップロード方法の詳細について説明します。plugins.zipこの例では、Amazon S3 バケットに

ファイルします。カスタムプラグインのインストール (p. 116)。

Amazon MWAA で DAG のタイムゾーンを変更する
Acyccccccccccccccccccccccccccccccccccc 次の手順は、Amazon MWAA が DAG を実行するタイムゾーン
を変更する方法を示しています。ペンデュラム。オプションとして、このトピックでは、環境の Apache 
Airflow ログのタイムゾーンを変更するカスタムプラグインを作成する方法を示します。

トピック
• バージョン (p. 217)
• 前提条件 (p. 217)
• 許可 (p. 218)
• Airflow ログのタイムゾーンを変更するプラグインを作成 (p. 218)
• plugins.zip を作成する (p. 218)
• コードサンプル (p. 219)
• 次のステップ (p. 220)

バージョン
• このページのコード例は次のとおり使用できますApache エアフロー v2 以上にPython 3.7。

前提条件
このページのサンプルコードを使用するには、以下が必要です。

• AnAmazon MWAA 環境 (p. 16)。
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許可

許可
• このページのコード例を使用するには、追加の権限は必要ありません。

Airflow ログのタイムゾーンを変更するプラグインを作
成
Apache Airflow は Python ファイルを実行しますplugins起動時のディレクトリ 次のプラグインを使用す
ると、エグゼキューターのタイムゾーンをオーバーライドして、Apache Airflow がログを書き込むタイム
ゾーンを変更できます。

1. という名前のディレクトリを作成しますpluginsカスタムプラグインの場合は、ディレクトリに移動
します。例:

$ mkdir plugins
$ cd plugins

2. 次のコードサンプルの内容をコピーし、名前を付けてローカルに名前を付けてローカルにとして保存
しますdag-timezone-plugin.py()pluginsフォルダ。

import time
import os

os.environ['TZ'] = 'America/Los_Angeles'
time.tzset()

3. の中にpluginsディレクトリ、という名前の空の Python ファイルを作成します__init__.py。あな
たのpluginsディレクトリは次のようになります。

plugins/
|-- __init__.py
|-- dag-timezone-plugin.py

plugins.zip を作成する
以下の手順は、の作成方法を示していますplugins.zip。この例の内容は、他のプラグインやバイナリと
組み合わせて 1 つにすることができますplugins.zipファイル。

1. コマンドプロンプトで、plugins前の手順からのディレクトリ。例:

cd plugins

2. 中身を Zip で圧縮してくださいpluginsディレクトリ。

zip -r ../plugins.zip ./

3. アップロードplugins.zipS3 バケットに

$ aws s3 cp plugins.zip s3://your-mwaa-bucket/
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コードサンプル
DAG が実行されるデフォルトのタイムゾーン (UTC+0) を変更するには、というライブラリを使用しま
すペンデュラム、タイムゾーン対応の日付時刻を扱うためのPythonライブラリ。

1. コマンドプロンプトで、DAG が保存されているディレクトリに移動します。例:

$ cd dags

2. 次の例のコンテンツをコピーして、名前を付けて保存しますtz-aware-dag.py。

from airflow import DAG
from airflow.operators.bash_operator import BashOperator
from datetime import datetime, timedelta
# Import the Pendulum library.
import pendulum

# Instantiate Pendulum and set your timezone.
local_tz = pendulum.timezone("America/Los_Angeles")

with DAG( 
    dag_id = "tz_test", 
    schedule_interval="0 12 * * *", 
    catchup=False, 
    start_date=datetime(2022, 1, 1, tzinfo=local_tz)
) as dag: 
    bash_operator_task = BashOperator( 
        task_id="tz_aware_task", 
        dag=dag, 
        bash_command="date" 
    )

3. 以下を実行しますAWS CLIコマンドを使用して DAG を環境のバケットにコピーし、Apache Airflow 
UI を使用して DAG をトリガーします。

$ aws s3 cp your-dag.py s3://your-environment-bucket/dags/

4. 成功した場合は、以下のような内容がタスクログに実施されますtz_aware_task()tz_testダグ:

[2022-08-01, 12:00:00 PDT] {{subprocess.py:74}} INFO - Running command: ['bash', '-c', 
 'date']
[2022-08-01, 12:00:00 PDT] {{subprocess.py:85}} INFO - Output:
[2022-08-01, 12:00:00 PDT] {{subprocess.py:89}} INFO - Mon Aug  1 12:00:00 PDT 2022
[2022-08-01, 12:00:00 PDT] {{subprocess.py:93}} INFO - Command exited with return code 
 0
[2022-08-01, 12:00:00 PDT] {{taskinstance.py:1280}} INFO - Marking task as 
 SUCCESS. dag_id=tz_test, task_id=tz_aware_task, execution_date=20220801T190033, 
 start_date=20220801T190035, end_date=20220801T190035
[2022-08-01, 12:00:00 PDT] {{local_task_job.py:154}} INFO - Task exited with return 
 code 0
[2022-08-01, 12:00:00 PDT] {{local_task_job.py:264}} INFO - 0 downstream tasks 
 scheduled from follow-on schedule check 
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次のステップ

次のステップ
• のアップロード方法の詳細について説明しますplugins.zipこの例では、以下の Amazon S3 バケット

にファイルしますカスタムプラグインのインストール (p. 116)。

リフレッシュ CodeArtifact トークン
使用しているクライアント CodeArtifact Python の依存関係をインストールするには、Amazon MWAA に
はアクティブなトークンが必要です。Amazon MWAA にアクセスを許可するには CodeArtifact 実行時の
リポジトリ、あなたのrequirements.txtファイルには--extra-index-urlトークンで。そのために
は、でトークンを更新するメカニズムをセットアップする必要があります。requirements.txt有効期限
が切れる前に定期的に。

次のトピックでは、を使用する DAG を作成する方法を説明します。get_authorization_token
CodeArtifact 6 時間ごとに新しいトークンを取得する API オペレーション。DAG は新しいトークン
を.txtファイルは環境の Amazon S3 バケットに格納されます。

トピック
• バージョン (p. 220)
• 前提条件 (p. 220)
• 許可 (p. 220)
• 要件 (p. 207)
• コードサンプル (p. 221)
• 次のステップ (p. 223)

バージョン
• このページのコード例は次のように使用できます。Apache エアフロー v2 以上にPython 3.7。

前提条件
このページのサンプルコードを使用するには、以下が必要です。

• AnAmazon MWAA 環境 (p. 16)。
• あるCodeArtifact 倉庫環境の依存関係を保存する場所。

許可
更新するには CodeArtifact トークンを取得し、その結果を Amazon S3 に書き込む Amazon MWAA には、
実行ロールで次の権限が必要です。

• -codeartifact:GetAuthorizationTokenアクションにより、Amazon MWAA は以下から新し
いトークンを取得できます CodeArtifact。次のポリシーは、すべてのユーザーに許可を付与します 
CodeArtifact 作成したドメイン。ステートメント内のリソース値を変更し、環境にアクセスさせたいド
メインのみを指定することで、ドメインへのアクセスをさらに制限できます。

{ 
  "Effect": "Allow", 
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  "Action": "codeartifact:GetAuthorizationToken", 
  "Resource": "arn:aws:codeartifact:us-west-2:*:domain/*"
}

• -sts:GetServiceBearerTokenを呼び出すにはアクションが必要です CodeArtifact
GetAuthorizationTokenAPI オペレーション。この操作は、以下のようなパッケージマネー
ジャーを使用するときに、使用する必要があるトークンを返します。pipと CodeArtifact。パッ
ケージマネージャーを CodeArtifact リポジトリ、環境の実行ロールロールが許可する必要がありま
すsts:GetServiceBearerToken次のポリシーステートメントに示すように。

{ 
  "Sid": "AllowServiceBearerToken", 
  "Effect": "Allow", 
  "Action": "sts:GetServiceBearerToken", 
  "Resource": "*"
}

• -s3:PutObjectアクションにより、Amazon MWAA は Amazon S3 に書き込むことができま
す。Amazon MWAA はこのアクセス権限を使用して.txtを含むファイル CodeArtifact 新しいトークン
を含む新しいファイルを含むバケット内の URL。

{ 
  "Effect": "Allow", 
  "Action": [ 
      "s3:GetObject*", 
      "s3:GetBucket*", 
       "s3:PutObject*", 
      "s3:List*" 
  ], 
  "Resource": [ 
      "arn:aws:s3:::your-mwaa-bucket", 
      "arn:aws:s3:::your-mwaa-bucket/*" 
  ]
}

要件
このページのサンプルコードを使用するには、次の依存関係を追加します。詳細については、Python 依存
関係のインストール (p. 127) を参照してください。

以下のファイルを Amazon S3 バケットに追加する必要があります。

1. 追加.codeartifact.txtファイルをdagsAmazon S3 バケット内のフォルダ。例:

--extra-index-url https://aws:{auth_token}@your-codeartifact-
domain-123456789012.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/pypi/your_repo/simple/

2. 追加.requirements.txt次の行を使用して、Amazon S3 バケットにファイルを入力します。例:

-r /usr/local/airflow/dags/codeartifact.txt

コードサンプル
以下の手順では、トークンを更新する DAG コードを作成する方法について説明します。

1. コマンドプロンプトで、DAG コードが保存されているディレクトリに移動します。例:
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コードサンプル

cd dags

2. 次のコードサンプルの内容をコピーし、名前を付けてローカルに保存します。code_artifact.py。
変更できますschedule_intervalトークンを更新する頻度を管理するcron式。

from airflow.decorators import dag, task
from datetime import datetime, timedelta
import os
import boto3
from io import StringIO

DAG_ID = os.path.basename(__file__).replace(".py", "")

S3_BUCKET = 'your-mwaa-bucket'
S3_KEY = 'dags/codeartifact.txt'  
MAX_SECONDS = 43200 # 12 hours
DOMAIN = "your-codeartifact-domain"
OWNER = "your-account"

@task()
def update_token(): 
    s3 = boto3.client('s3') 
    codeartifact = boto3.client('codeartifact') 

    response = codeartifact.get_authorization_token( 
        domain=DOMAIN, 
        domainOwner=OWNER, 
        durationSeconds=MAX_SECONDS 
    ) 

    obj = s3.get_object(Bucket=S3_BUCKET, Key=S3_KEY) 
    s_in = obj['Body'].read().decode('utf-8') 

    req_lines = s_in.splitlines() 
    for i in range(0,len(req_lines)): 
        if req_lines[i].startswith("--extra-index-url"): 
            s_new=req_lines[i][0:req_lines[i].find('aws:')+4] + 
 response['authorizationToken'] + req_lines[i][req_lines[i].find('@'):]+"\r\n" 
            print("old:",req_lines[i]) 
            print("new:",s_new) 
            req_lines[i]=s_new 
        else: 
            req_lines[i]=req_lines[i]+"\r\n" 

    s_out="" 
    f = StringIO(s_out) 
    f.writelines(req_lines) 

    s3.put_object(Bucket=S3_BUCKET, Key=S3_KEY, Body=f.getvalue())

@dag( 
    dag_id=DAG_ID, 
    schedule_interval="0 */6 * * *",  # Refreshes the token every 6 hours 
    start_date=datetime(2022, 1, 1), 
    dagrun_timeout=timedelta(minutes=60), 
    catchup=False, 
    )
def update_codeartifact_dag(): 
    t = update_token()

my_update_codeartifact_dag = update_codeartifact_dag()
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次のステップ

3. 以下を実行します。AWS CLIコマンドを使用して DAG を環境のバケットにコピーし、Apache Airflow 
UI を使用して DAG をトリガーします。

$ aws s3 cp your-dag.py s3://your-environment-bucket/dags/

4. 成功した場合は、のタスクログに以下のような出力が表示されます。update_tokenタスク:

[2022-01-01, 12:00:00 PDT] {{logging_mixin.py:109}} INFO - old: --extra-index-url 
 https://aws:$AUTH_TOKEN@mwaa-test-695325144837.d.codeartifact.us-west-2.amazonaws.com/
pypi/mwaa-test/simple/
[2022-01-01, 12:00:00 PDT] {{logging_mixin.py:109}} INFO - new: --extra-
index-url https://aws:your-new-token@mwaa-test-695325144837.d.codeartifact.us-
west-2.amazonaws.com/pypi/mwaa-test/simple/
[2022-01-01, 12:00:00 PDT] {{warnings.py:110}} WARNING - /usr/local/lib/python3.7/site-
packages/watchtower/__init__.py:349: WatchtowerWarning: Received empty message. Empty 
 messages cannot be sent to CloudWatch Logs 
  warnings.warn("Received empty message. Empty messages cannot be sent to CloudWatch 
 Logs", WatchtowerWarning)

[2022-01-01, 12:00:00 PDT] {{python.py:152}} INFO - Done. Returned value was: None
[2022-01-01, 12:00:00 PDT] {{taskinstance.py:1280}} INFO - Marking task as SUCCESS. 
 dag_id=code-artifact-test, task_id=update_token, execution_date=20220101T120000, 
 start_date=20220101T120000, end_date=20220101T120000
[2022-01-01, 12:00:00 PDT] {{local_task_job.py:154}} INFO - Task exited with return 
 code 0

次のステップ
• のアップロード方法を学ぶrequirements.txtこの例では、ファイルを Amazon S3 バケットに格納し

ます。Python 依存関係のインストール (p. 127)。
• この例の DAG コードをdagsAmazon S3 バケット内のフォルダDAG の追加または更新するに

は (p. 112)。
• のアップロード方法の詳細について説明します。plugins.zipこの例では、ファイルを Amazon S3 バ

ケットに格納します。カスタムプラグインのインストール (p. 116)。

Apache Hive と Hadoop を使用してカスタムプラグ
インを作成する

Amazon MWAA は、の内容を抽出しますplugins.zipに/usr/local/airflow/plugins。これ
を使用してコンテナにバイナリを追加できます。さらに、Apache Airflow は Python ファイルの内
容をpluginsのフォルダ起動—環境変数を設定および変更できます。次のサンプルでは、Apache 
Airflow（MWAA）向けAmazonマネージドワークフロー（MWAA）環境で Apache Hive と Hadoop を使用
してカスタムプラグインを作成し、他のカスタムプラグインやバイナリと組み合わせることができるカス
タムプラグインを作成する手順を説明します。

トピック
• バージョン (p. 224)
• 前提条件 (p. 224)
• 許可 (p. 224)
• 要件 (p. 207)
• 依存関係をダウンロード (p. 224)
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バージョン

• カスタムプラグイン (p. 225)
• Plugins.zip (p. 226)
• コードサンプル (p. 226)
• エアフロー設定オプション (p. 226)
• 次のステップ (p. 226)

バージョン
• このページのサンプルコードは以下で使用できますApache Airflow v1にPython 3.7。

• このページのコード例は次のように使用できます。Apache エアフロー v2 以上にPython 3.7。

前提条件
このページのサンプルコードを使用するには、以下が必要です。

• AnAmazon MWAA 環境 (p. 16)。

許可
• このページのコード例を使用するには、追加の権限は必要ありません。

要件
このページのサンプルコードを使用するには、次の依存関係をrequirements.txt。詳細について
は、Python 依存関係のインストール (p. 127) を参照してください。

Apache Airflow v2

-c https://raw.githubusercontent.com/apache/airflow/constraints-2.0.2/
constraints-3.7.txt
apache-airflow-providers-amazon[apache.hive]

Apache Airflow v1

apache-airflow[hive]==1.10.12

依存関係をダウンロード
Amazon MWAA は plugins.zip の内容を次の場所に抽出します/usr/local/airflow/plugins各 
Amazon MWAA スケジューラとワーカーコンテナで。これは環境にバイナリを追加するために使用され
ます。次のステップでは、カスタムプラグインに必要なファイルをアセンブルする方法について説明しま
す。

1. コマンドプロンプトで、プラグインを作成したいディレクトリに移動します。例:

cd plugins
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カスタムプラグイン

2. ダウンロードHadoopからの鏡例えば、以下のようになります。

wget https://downloads.apache.org/hadoop/common/hadoop-3.3.0/hadoop-3.3.0.tar.gz

3. ダウンロードHiveからの鏡例えば、以下のようになります。

wget https://downloads.apache.org/hive/hive-3.1.2/apache-hive-3.1.2-bin.tar.gz

4. ディレクトリを作成します。例:

mkdir hive_plugin

5. Hadoop を抽出します。

tar -xvzf hadoop-3.3.0.tar.gz -C hive_plugin

6. Hive を抽出します。

tar -xvzf apache-hive-3.1.2-bin.tar.gz -C hive_plugin

カスタムプラグイン
Apache Airflow は、起動時にプラグインフォルダー内の Python ファイルの内容を実行します。これは環境
変数の設定と変更に使用されます。次のステップでは、カスタムプラグインのサンプルコードについて説
明します。

1. コマンドプロンプトで、hive_plugindirectory。例:

cd hive_plugin

2. 次のコードサンプルの内容をコピーし、と名前を付けてローカルに保存しま
すhive_plugin.py()hive_plugindirectory。

from airflow.plugins_manager import AirflowPlugin
import os
os.environ["JAVA_HOME"]="/usr/lib/jvm/jre"
os.environ["HADOOP_HOME"]='/usr/local/airflow/plugins/hadoop-3.3.0'
os.environ["HADOOP_CONF_DIR"]='/usr/local/airflow/plugins/hadoop-3.3.0/etc/hadoop'
os.environ["HIVE_HOME"]='/usr/local/airflow/plugins/apache-hive-3.1.2-bin'
os.environ["PATH"] = os.getenv("PATH") + ":/usr/local/airflow/plugins/hadoop-3.3.0:/
usr/local/airflow/plugins/apache-hive-3.1.2-bin/bin:/usr/local/airflow/plugins/apache-
hive-3.1.2-bin/lib"  
os.environ["CLASSPATH"] = os.getenv("CLASSPATH") + ":/usr/local/airflow/plugins/apache-
hive-3.1.2-bin/lib"  
class EnvVarPlugin(AirflowPlugin):                 
    name = 'hive_plugin' 

3. 次のテキストの内容をコピーして、ローカルに名前を付けて保存してくださ
い.airflowignore()hive_plugindirectory。

hadoop-3.3.0
apache-hive-3.1.2-bin
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Plugins.zip
以下の手順は、を作成する方法を示しています。plugins.zip。この例の内容は、他のプラグインやバイ
ナリと組み合わせて 1 つにすることができます。plugins.zipファイル。

1. コマンドプロンプトで、hive_plugin前の手順からのdirectory。例:

cd hive_plugin

2. 中身を Zip で圧縮してくださいpluginsフォルダ。

zip -r ../hive_plugin.zip ./

コードサンプル
次のステップでは、カスタムプラグインをテストする DAG コードを作成する方法について説明します。

1. コマンドプロンプトで、DAG コードが保存されているディレクトリに移動します。例:

cd dags

2. 次のコードサンプルの内容をコピーし、と名前を付けてローカルに保存しますhive.py。

from airflow import DAG
from airflow.operators.bash_operator import BashOperator
from airflow.utils.dates import days_ago

with DAG(dag_id="hive_test_dag", schedule_interval=None, catchup=False, 
 start_date=days_ago(1)) as dag: 
    hive_test = BashOperator( 
        task_id="hive_test", 
        bash_command='hive --help' 
    )

エアフロー設定オプション
Apache Airflow v2 を使っているなら、追加してくださいcore.lazy_load_plugins : FalseApache 
Airflow 設定オプションとして。詳細については、次を参照してください。設定オプションを使用して 2 で
プラグインをロードする (p. 98)。

次のステップ
• のアップロード方法を学ぶrequirements.txtこの例では、Amazon S3 バケットにファイルしま

す。Python 依存関係のインストール (p. 127)。
• この例の DAG コードをdagsAmazon S3 バケット内のフォルダDAG の追加または更新するに

は (p. 112)。
• のアップロード方法の詳細について説明します。plugins.zipこの例では、Amazon S3 バケットに

ファイルします。カスタムプラグインのインストール (p. 116)。
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グイン PythonVirtualenvOperator 

Apache Airflow 用のカスタムプラグインの作成 
PythonVirtualenvOperator

次のサンプルは、Apache Airflow にパッチを適用する方法を示しています。 PythonVirtualenvOperator 
Amazon Managed Workflows 用の Amazon マネージドワークフロー (MWAA) でカスタムプラグインを使
用します。

トピック
• バージョン (p. 227)
• 前提条件 (p. 227)
• 許可 (p. 227)
• 要件 (p. 227)
• カスタムプラグインのサンプルコード (p. 227)
• Plugins.zip (p. 229)
• コードサンプル (p. 229)
• エアフロー設定オプション (p. 231)
• 次のステップ (p. 231)

バージョン
• このページのサンプルコードは以下で使用できますApache Airflow v1にPython 3.7。

• このページのコード例は次のように使用できます。Apache エアフロー v2 以上にPython 3.7。

前提条件
このページのサンプルコードを使用するには、以下が必要です。

• AnAmazon MWAA 環境 (p. 16)。

許可
• このページのコード例を使用するには、追加の権限は必要ありません。

要件
このページのサンプルコードを使用するには、次の依存関係をrequirements.txt。詳細について
は、Python 依存関係のインストール (p. 127) を参照してください。

virtualenv

カスタムプラグインのサンプルコード
Apache Airflow は、起動時にプラグインフォルダー内の Python ファイルの内容を実行します。このプラ
グインは組み込みプラグインにパッチを適用しますPythonVirtualenvOperatorその起動プロセス中に 
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カスタムプラグインのサンプルコード

Amazon MWAA と互換性を持たせるためです。以下の手順は、カスタムプラグインのサンプルコードを示
しています。

Apache Airflow v2

1. コマンドプロンプトで、pluginsディレクトリ。例:

cd plugins

2. 次のコードサンプルの内容をコピーし、名前を付けてローカルに保存しま
す。virtual_python_plugin.py。

"""
Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved. 
  
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in
the Software without restriction, including without limitation the rights to
use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of
the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so. 
  
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
"""
from airflow.plugins_manager import AirflowPlugin
import airflow.utils.python_virtualenv  
from typing import List

def _generate_virtualenv_cmd(tmp_dir: str, python_bin: str, system_site_packages: 
 bool) -> List[str]: 
    cmd = ['python3','/usr/local/airflow/.local/lib/python3.7/site-packages/
virtualenv', tmp_dir] 
    if system_site_packages: 
        cmd.append('--system-site-packages') 
    if python_bin is not None: 
        cmd.append(f'--python={python_bin}') 
    return cmd

airflow.utils.python_virtualenv._generate_virtualenv_cmd=_generate_virtualenv_cmd

class VirtualPythonPlugin(AirflowPlugin):                 
    name = 'virtual_python_plugin'

Apache Airflow v1

1. コマンドプロンプトで、pluginsディレクトリ。例:

cd plugins

2. 次のコードサンプルの内容をコピーし、名前を付けてローカルに保存しま
す。virtual_python_plugin.py。

from airflow.plugins_manager import AirflowPlugin
from airflow.operators.python_operator import PythonVirtualenvOperator

def _generate_virtualenv_cmd(self, tmp_dir): 
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    cmd = ['python3','/usr/local/airflow/.local/lib/python3.7/site-packages/
virtualenv', tmp_dir] 
    if self.system_site_packages: 
        cmd.append('--system-site-packages') 
    if self.python_version is not None: 
        cmd.append('--python=python{}'.format(self.python_version)) 
    return cmd
PythonVirtualenvOperator._generate_virtualenv_cmd=_generate_virtualenv_cmd

class EnvVarPlugin(AirflowPlugin):                 
    name = 'virtual_python_plugin'           

Plugins.zip
以下の手順は、の作成方法を示しています。plugins.zip。

1. コマンドプロンプトで、以下を含むディレクトリに移動しますvirtual_python_plugin.py上。
例:

cd plugins

2. 中身を Zip で圧縮してくださいpluginsフォルダ。

zip plugins.zip virtual_python_plugin.py

コードサンプル
以下の手順では、カスタムプラグインの DAG コードを作成する方法について説明します。

Apache Airflow v2

1. コマンドプロンプトで、DAG コードが保存されているディレクトリに移動します。例:

cd dags

2. 次のコードサンプルの内容をコピーし、名前を付けてローカルに保存しま
す。virtualenv_test.py。

"""
Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved. 
  
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in
the Software without restriction, including without limitation the rights to
use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of
the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so. 
  
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
"""
from airflow import DAG
from airflow.operators.python import PythonVirtualenvOperator
from airflow.utils.dates import days_ago
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import os

os.environ["PATH"] = os.getenv("PATH") + ":/usr/local/airflow/.local/bin"

def virtualenv_fn(): 
    import boto3 
    print("boto3 version ",boto3.__version__)

with DAG(dag_id="virtualenv_test", schedule_interval=None, catchup=False, 
 start_date=days_ago(1)) as dag: 
    virtualenv_task = PythonVirtualenvOperator( 
        task_id="virtualenv_task", 
        python_callable=virtualenv_fn, 
        requirements=["boto3>=1.17.43"], 
        system_site_packages=False, 
        dag=dag, 
    ) 
     

Apache Airflow v1

1. コマンドプロンプトで、DAG コードが保存されているディレクトリに移動します。例:

cd dags

2. 次のコードサンプルの内容をコピーし、名前を付けてローカルに保存しま
す。virtualenv_test.py。

"""
Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved. 
  
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in
the Software without restriction, including without limitation the rights to
use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of
the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so. 
  
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
"""
from airflow import DAG
from airflow.operators.python_operator import PythonVirtualenvOperator
from airflow.utils.dates import days_ago
import os

os.environ["PATH"] = os.getenv("PATH") + ":/usr/local/airflow/.local/bin"

def virtualenv_fn(): 
    import boto3 
    print("boto3 version ",boto3.__version__)

with DAG(dag_id="virtualenv_test", schedule_interval=None, catchup=False, 
 start_date=days_ago(1)) as dag: 
    virtualenv_task = PythonVirtualenvOperator( 
        task_id="virtualenv_task", 
        python_callable=virtualenv_fn, 
        requirements=["boto3>=1.17.43"], 
        system_site_packages=False, 
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エアフロー設定オプション

        dag=dag, 
    )

エアフロー設定オプション
Apache Airflow v2 を使っているなら、追加してくださいcore.lazy_load_plugins : FalseApache 
Airflow 設定オプションとして。詳細については、次を参照してください。設定オプションを使用して 2 で
プラグインをロードする (p. 98)。

次のステップ
• アップロードする方法について説明します。requirements.txtこの例では、Amazon S3 バケットに

ファイルします。Python 依存関係のインストール (p. 127)。
• この例の DAG コードをdagsAmazon S3 バケット内のフォルダDAG の追加または更新するに

は (p. 112)。
• アップロード方法の詳細について説明します。plugins.zipこの例では、Amazon S3 バケットにファ

イルします。カスタムプラグインのインストール (p. 116)。

Lambda 関数による DAG の呼び出し
次のコード例では、以下のようにしています。AWS LambdaApache Airflow CLI トークンを取得
し、Amazon MWAA 環境で有向非循環グラフ (DAG) を呼び出す関数。

トピック
• バージョン (p. 231)
• 前提条件 (p. 231)
• 許可 (p. 232)
• 依存関係 (p. 232)
• コードサンプル (p. 232)

バージョン
• このページのコード例は次のように使用できます。Apache エアフロー v2 以上にPython 3.7。

前提条件
このコード例を使用するには、以下を行う必要があります。

• を使用するパブリックネットワークアクセスモード (p. 57)あなたのためにAmazon MWAA 環
境 (p. 16)。

• Have aLambda 関数最新のPythonランタイムを使用しています。

Note

Lambda 関数と Amazon MWAA 環境が同じ VPC 内にある場合は、このコードをプライベート
ネットワークで使用できます。この設定では、Lambda 関数の実行ロールに、Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) を呼び出す権限が必要です。CreateNetworkInterfaceAPI オペレー
ション。この権限を与えるには、AWSLambdaVPCAccessExecutionRole AWS管理ポリシー。
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許可

許可
このページのコード例を使用するには、Amazon MWAA 環境の実行ロール
にairflow:CreateCliTokenアクション。この権限を与えるには、AmazonMWAAAirflowCliAccess
AWS管理ポリシー:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "airflow:CreateCliToken" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]

詳細については、「Apache エアフロー CLI ポリシー:AmazonMWAAAirflowCliAccess (p. 42)」を参照して
ください。

依存関係
• このコード例を Apache Airflow v2 で使用する場合、追加の依存関係は必要ありません。このコードで

は、Apache Airflow v2 ベースインストール環境で。

コードサンプル
1. AWS Lambda コンソールを (https://console.aws.amazon.com/lambda/) 開きます。
2. 以下から Lambda 関数を選択してください。関数リスト。
3. 関数ページで、次のコードをコピーし、以下をリソースの名前に置き換えます。

• YOUR_ENVIRONMENT_NAME— Amazon MWAA 環境の名前。
• YOUR_DAG_NAME— 呼び出す DAG の名前。

import boto3
import http.client
import base64
import ast
mwaa_env_name = 'YOUR_ENVIRONMENT_NAME'
dag_name = 'YOUR_DAG_NAME'
mwaa_cli_command = 'dags trigger' 

client = boto3.client('mwaa') 

def lambda_handler(event, context): 
    # get web token 
    mwaa_cli_token = client.create_cli_token( 
        Name=mwaa_env_name 
    ) 
     
    conn = http.client.HTTPSConnection(mwaa_cli_token['WebServerHostname']) 
    payload = mwaa_cli_command + " " + dag_name 
    headers = { 
      'Authorization': 'Bearer ' + mwaa_cli_token['CliToken'], 
      'Content-Type': 'text/plain' 
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さまざまな環境での DAG の起動

    } 
    conn.request("POST", "/aws_mwaa/cli", payload, headers) 
    res = conn.getresponse() 
    data = res.read() 
    dict_str = data.decode("UTF-8") 
    mydata = ast.literal_eval(dict_str) 
    return base64.b64decode(mydata['stdout'])

4. [Deploy] (デプロイ) をクリックします。
5. 選択テストLambda コンソールを使用して関数を呼び出します。
6. Lambda が DAG を正常に呼び出したことを確認するには、Amazon MWAA コンソールを使用して環

境の Apache Airflow UI に移動し、次の操作を行います。

a. にDAGページで、DAG のリストから新しいターゲット DAG を探します。
b. []ラストランで、最新の DAG 実行のタイムスタンプを確認してください。このタイムスタンプ

は、の最新のタイムスタンプとほぼ一致する必要がありますinvoke_dag他の環境で。
c. []最近のタスクで、最後の実行が成功したことを確認します。

さまざまな Amazon MWAA 環境での DAG の呼び
出し

次のコード例では、Apache Airflow CLI トークンを作成します。次に、コードはある Amazon MWAA 環境
の有向非循環グラフ (DAG) を使用して、別の Amazon MWAA 環境の DAG を呼び出します。

トピック
• バージョン (p. 233)
• 前提条件 (p. 233)
• 許可 (p. 233)
• 依存関係 (p. 234)
• コードサンプル (p. 234)

バージョン
• このページのコード例は次のように使用できます。Apache エアフロー v2 以上にPython 3.7。

前提条件
このページのコード例を使用するには、以下が必要です。

• TwoAmazon MWAA 環境 (p. 16)とパブリックネットワーク現在の環境を含むウェブサーバーへのアクセ
ス。

• ターゲット環境の Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットに、サンプルの DAG がアッ
プロードされます。

許可
このページのコード例を使用するには、環境の実行ロールに Apache Airflow CLI トークンを作成する権限
が必要です。アタッチできますAWSマネージドポリシーAmazonMWAAAirflowCliAccessこの許可を与
えるために。
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依存関係

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "airflow:CreateCliToken" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]

詳細については、「Apache エアフロー CLI ポリシー:AmazonMWAAAirflowCliAccess (p. 42)」を参照して
ください。

依存関係
• このコード例を Apache Airflow v2 で使用する場合、追加の依存関係は必要ありません。このコードで

は、Apache Airflow v2 ベースインストールあなたの環境で。

コードサンプル
次のコード例では、現在の環境で DAG を使用して別の環境の DAG を呼び出すことを前提としています。

1. ターミナルで、DAG コードが保存されているディレクトリに移動します。例:

cd dags

2. 次のコード例の内容をコピーし、ローカルに保存しますinvoke_dag.py。次の値の置き換え。

• your-new-environment-name— DAG を呼び出す他の環境の名前。
• your-target-dag-id— 呼び出す、他の環境の DAG の ID。

from airflow.decorators import dag, task
import boto3
from datetime import datetime, timedelta
import os, requests

DAG_ID = os.path.basename(__file__).replace(".py", "")

@task()
def invoke_dag_task(**kwargs): 
    client = boto3.client('mwaa') 
    token = client.create_cli_token(Name='your-new-environment-name') 
    url = f"https://{token['WebServerHostname']}/aws_mwaa/cli" 
    body = 'dags trigger your-target-dag-id' 
    headers = { 
        'Authorization' : 'Bearer ' + token['CliToken'], 
        'Content-Type': 'text/plain' 
        } 
    requests.post(url, data=body, headers=headers)

@dag( 
    dag_id=DAG_ID, 
    schedule_interval=None, 
    start_date=datetime(2022, 1, 1), 
    dagrun_timeout=timedelta(minutes=60), 
    catchup=False 
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    )
def invoke_dag(): 
    t = invoke_dag_task()

invoke_dag_test = invoke_dag()

3. 以下を実行しますAWS CLIコマンドを使用して DAG を環境のバケットにコピーし、Apache Airflow 
UI を使用して DAG をトリガーします。

$ aws s3 cp your-dag.py s3://your-environment-bucket/dags/

4. DAG が正常に実行されると、以下のような出力がのタスクログに表示されますinvoke_dag_task。

[2022-01-01, 12:00:00 PDT] {{python.py:152}} INFO - Done. Returned value was: None
[2022-01-01, 12:00:00 PDT] {{taskinstance.py:1280}} INFO - Marking task as SUCCESS. 
 dag_id=invoke_dag, task_id=invoke_dag_task, execution_date=20220101T120000, 
 start_date=20220101T120000, end_date=20220101T120000
[2022-01-01, 12:00:00 PDT] {{local_task_job.py:154}} INFO - Task exited with return 
 code 0
[2022-01-01, 12:00:00 PDT] {{local_task_job.py:264}} INFO - 0 downstream tasks 
 scheduled from follow-on schedule check

DAG が正常に呼び出されたことを確認するには、新しい環境の Apache Airflow UI に移動して、次の
操作を行います。

a. にDAGページで、DAG のリストから新しいターゲット DAG を探します。
b. []Last runで、最新の DAG 実行のタイムスタンプを確認してください。このタイムスタンプは、

の最新のタイムスタンプとほぼ一致する必要がありますinvoke_dag他の環境で。
c. []最近のタスクで、最後の実行が成功したことを確認します。

Amazon MWAA for Amazon RDS for Microsoft SQL 
Server を使用する

Amazon Managed Workflows for Apache Airflow (MWAA) を使用してRDS for SQL Server。次のサン
プルコードでは、Apache Airflow 用 Amazon マネージドワークフロー (MWAA) 環境で DAG を使用し
て、Amazon RDS for Microsoft SQL Server に接続してクエリを実行します。

トピック
• バージョン (p. 235)
• 前提条件 (p. 236)
• 依存関係 (p. 200)
• Apache エアフロー v2 接続 (p. 236)
• コードサンプル (p. 236)
• 次のステップ (p. 238)

バージョン
• このページのサンプルコードは以下で使用できますApache Airflow v1にPython 3.7。

• このページのコード例は次のとおり使用できますApache エアフロー v2 以上にPython 3.7。
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前提条件
このページのサンプルコードを使用するには、以下が必要です。

• AnAmazon MWAA 環境 (p. 16)。
• Amazon MWAA と RDS for SQL Server は同じ Amazon VPC で実行されています/
• Amazon MWAA とサーバーの VPC セキュリティグループは次の接続で設定されています。

• ポートのインバウンドルール1433Amazon MWAA のセキュリティグループで Amazon RDS にオープ
ン

• または、の送信先ルール1433Amazon MWAA から RDS に開く
• SQL Server 用 RDS 用 Apache Airflow Connection には、前のプロセスで作成された Amazon RDS SQL 

サーバーデータベースのホスト名、ポート、ユーザー名、パスワードが反映されます。

依存関係
このセクションのサンプルコードを使用するには、次の依存関係をrequirements.txt。詳細について
は、「Python 依存関係のインストール (p. 127)」を参照してください。

Apache Airflow v2

apache-airflow-providers-microsoft-mssql==1.0.1
apache-airflow-providers-odbc==1.0.1
pymssql==2.2.1

Apache Airflow v1

apache-airflow[mssql]==1.10.12

Apache エアフロー v2 接続
Apache Airflow v2 で接続を使用している場合は、Airflow 接続オブジェクトに次のキーと値のペアが含まれ
ていることを確認してください。

1. コネクター ID:mssql_default
2. 接続タイプ: Amazon Web Services
3. ホスト: YOUR_DB_HOST
4. スキーマ:
5. ログイン:管理者
6. パスワード:
7. ポート: 1433
8. Extra:

コードサンプル
1. コマンドプロンプトで、DAG コードが保存されているディレクトリに移動します。例:

cd dags

2. 次のコードサンプルの内容をコピーし、としてローカルに保存しますsql-server.py。
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"""
Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in
the Software without restriction, including without limitation the rights to
use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of
the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
"""
import pymssql
import logging
import sys
from airflow import DAG
from datetime import datetime
from airflow.operators.mssql_operator import MsSqlOperator
from airflow.operators.python_operator import PythonOperator

default_args = { 
    'owner': 'aws', 
    'depends_on_past': False, 
    'start_date': datetime(2019, 2, 20), 
    'provide_context': True
}

dag = DAG( 
    'mssql_conn_example', default_args=default_args, schedule_interval=None) 
     
drop_db = MsSqlOperator( 
   task_id="drop_db", 
   sql="DROP DATABASE IF EXISTS testdb;", 
   mssql_conn_id="mssql_default", 
   autocommit=True, 
   dag=dag
)

create_db = MsSqlOperator( 
   task_id="create_db", 
   sql="create database testdb;", 
   mssql_conn_id="mssql_default", 
   autocommit=True, 
   dag=dag
)

create_table = MsSqlOperator( 
   task_id="create_table", 
   sql="CREATE TABLE testdb.dbo.pet (name VARCHAR(20), owner VARCHAR(20));", 
   mssql_conn_id="mssql_default", 
   autocommit=True, 
   dag=dag
)

insert_into_table = MsSqlOperator( 
   task_id="insert_into_table", 
   sql="INSERT INTO testdb.dbo.pet VALUES ('Olaf', 'Disney');", 
   mssql_conn_id="mssql_default", 
   autocommit=True, 
   dag=dag
)
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次のステップ

def select_pet(**kwargs): 
   try: 
        conn = pymssql.connect( 
            server='sampledb.<xxxxxx>.<region>.rds.amazonaws.com', 
            user='admin', 
            password='<yoursupersecretpassword>', 
            database='testdb' 
        ) 
         
        # Create a cursor from the connection 
        cursor = conn.cursor() 
        cursor.execute("SELECT * from testdb.dbo.pet") 
        row = cursor.fetchone() 
         
        if row: 
            print(row) 
   except: 
      logging.error("Error when creating pymssql database connection: %s", 
 sys.exc_info()[0])

select_query = PythonOperator( 
    task_id='select_query', 
    python_callable=select_pet, 
    dag=dag,
)

drop_db >> create_db >> create_table >> insert_into_table >> select_query

次のステップ
• アップロードする方法について説明します。requirements.txtこの例では、Amazon S3 バケットに

ファイルします。Python 依存関係のインストール (p. 127)。
• この例の DAG コードをdagsAmazon S3 バケット内のフォルダDAG の追加または更新するに

は (p. 112)。
• サンプルスクリプトやその他のスクリプトを見るpymssql モジュールの例。
• 特定の Microsoft SQL データベースで SQL コードを実行する方法について詳しく

は、mssql_operator()Apache Airflow リファレンスガイド。

Amazon MWAA をAmazon EMR で使用する
次のコードサンプルは、Amazon EMR と Amazon Managed Workflows for Apache Airflow (MWAA) を使用
して統合を有効にする方法を示します。

トピック
• バージョン (p. 238)
• コードサンプル (p. 239)

バージョン
• このページのサンプルコードは、Apache Airflow v1にPython 3.7。
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コードサンプル
    """ 
    Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved. 
      
    Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of 
    this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in 
    the Software without restriction, including without limitation the rights to 
    use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of 
    the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so. 
      
    THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR 
    IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS 
    FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR 
    COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER 
    IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN 
    CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. 
    """ 
    from airflow import DAG 
      
    from airflow.contrib.operators.emr_add_steps_operator import EmrAddStepsOperator 
    from airflow.contrib.operators.emr_create_job_flow_operator import 
 EmrCreateJobFlowOperator 
    from airflow.contrib.sensors.emr_step_sensor import EmrStepSensor 
      
    from airflow.utils.dates import days_ago 
    from datetime import timedelta 
    import os 
      
    DAG_ID = os.path.basename(__file__).replace(".py", "") 
      
    DEFAULT_ARGS = { 
        'owner': 'airflow', 
        'depends_on_past': False, 
        'email': ['airflow@example.com'], 
        'email_on_failure': False, 
        'email_on_retry': False, 
    } 
      
    SPARK_STEPS = [ 
        { 
            'Name': 'calculate_pi', 
            'ActionOnFailure': 'CONTINUE', 
            'HadoopJarStep': { 
                'Jar': 'command-runner.jar', 
                'Args': ['/usr/lib/spark/bin/run-example', 'SparkPi', '10'], 
            }, 
        } 
    ] 
      
    JOB_FLOW_OVERRIDES = { 
        'Name': 'my-demo-cluster', 
        'ReleaseLabel': 'emr-5.30.1', 
        'Applications': [ 
            { 
                'Name': 'Spark' 
            }, 
        ],     
        'Instances': { 
            'InstanceGroups': [ 
                { 
                    'Name': "Master nodes", 
                    'Market': 'ON_DEMAND', 
                    'InstanceRole': 'MASTER', 
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                    'InstanceType': 'm5.xlarge', 
                    'InstanceCount': 1, 
                }, 
                { 
                    'Name': "Slave nodes", 
                    'Market': 'ON_DEMAND', 
                    'InstanceRole': 'CORE', 
                    'InstanceType': 'm5.xlarge', 
                    'InstanceCount': 2, 
                } 
            ], 
            'KeepJobFlowAliveWhenNoSteps': False, 
            'TerminationProtected': False, 
            'Ec2KeyName': 'mykeypair', 
        }, 
        'VisibleToAllUsers': True, 
        'JobFlowRole': 'EMR_EC2_DefaultRole', 
        'ServiceRole': 'EMR_DefaultRole' 
    } 
      
    with DAG( 
        dag_id=DAG_ID, 
        default_args=DEFAULT_ARGS, 
        dagrun_timeout=timedelta(hours=2), 
        start_date=days_ago(1), 
        schedule_interval='@once', 
        tags=['emr'], 
    ) as dag: 
      
        cluster_creator = EmrCreateJobFlowOperator( 
            task_id='create_job_flow',  
            job_flow_overrides=JOB_FLOW_OVERRIDES 
        ) 
      
        step_adder = EmrAddStepsOperator( 
            task_id='add_steps', 
            job_flow_id="{{ task_instance.xcom_pull(task_ids='create_job_flow', 
 key='return_value') }}", 
            aws_conn_id='aws_default', 
            steps=SPARK_STEPS, 
        ) 
      
        step_checker = EmrStepSensor( 
            task_id='watch_step', 
            job_flow_id="{{ task_instance.xcom_pull('create_job_flow', 
 key='return_value') }}", 
            step_id="{{ task_instance.xcom_pull(task_ids='add_steps', key='return_value')
[0] }}", 
            aws_conn_id='aws_default', 
        ) 
      
        cluster_creator >> step_adder >> step_checker 

Amazon EKS での Amazon MWAA の使用
次のサンプルは、Amazon Managed Workflows (MWAA) 用の Amazon マネージドWorkflows (MWAA) の 
Amazon マネージドWorkflows (Amazon Man

トピック
• バージョン (p. 241)
• 前提条件 (p. 241)
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バージョン

• Amazon EC2 用のパブリックキーの作成 (p. 241)
• クラスターを作成します (p. 241)
• の作成mwaa名前空間 (p. 242)
• 用のロールの作成mwaa名前空間 (p. 242)
• Amazon EKS クラスターの IAM ロールを作成してアタッチする (p. 243)
• requirements.txt ファイルを作成する (p. 245)
• Amazon EKS 用の ID マッピングを作成する (p. 246)
• kubeconfig の作成 (p. 246)
• DAG の作成 (p. 246)
• DAG を追加し、kube_config.yamlAmazon S3 バケットへ (p. 248)
• サンプルを有効化してトリガーする (p. 248)

バージョン
• このページのサンプルコードはApache Airflow v1にPython 3.7。

• このページのコード例は次のように使用できます。Apache エアフロー v2 以上にPython 3.7。

前提条件
このトピックの例を使用するには、以下が必要です。

• AnAmazon MWAA 環境 (p. 16)。
• eksctl。詳細については、次を参照してください。eksctl をインストール。
• kubectl。詳細については、次を参照してください。kubectlのインストールとセットアップ。これは

eksctlと一緒にインストールされる場合もあります。
• Amazon MWAA 環境を作成するリージョンの EC2 key pair。詳細については、次を参照してくださ

い。key pair 作成またはインポート。

Note

使用するバージョンeksctlコマンドを含めることができます--profileデフォルト以外のプロ
ファイルを指定します。

Amazon EC2 用のパブリックキーの作成
プライベートキーkey pair からパブリックキーを作成するには、以下のコマンドを使用します。

ssh-keygen -y -f myprivatekey.pem > mypublickey.pub

詳細については、次を参照してください。キーペアのパブリックキーの取得。

クラスターを作成します
次のコマンドを使用してクラスターを作成します。クラスターのカスタム名が必要な場合、または別の
リージョンに作成する場合は、名前とリージョンの値を置き換えます。Amazon MWAA 環境を作成するの
と同じリージョンでクラスターを作成する必要があります。サブネットの値を、Amazon MWAA に使用し
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の作成mwaa名前空間

ている Amazon VPC ネットワークのサブネットと一致するように置き換えてください。の値を置き換えて
くださいssh-public-key使用するキーに合わせて。同じリージョンにある Amazon EC2 の既存のキー
を使用することも、Amazon MWAA 環境を作成したのと同じリージョンに新しいキーを作成することもで
きます。

eksctl create cluster \
--name mwaa-eks \
--region us-west-2 \
--version 1.18 \
--nodegroup-name linux-nodes \
--nodes 3 \
--nodes-min 1 \
--nodes-max 4 \
--with-oidc \
--ssh-access \
--ssh-public-key MyPublicKey \
--managed \
--vpc-public-subnets "subnet-11111111111111111, subnet-2222222222222222222" \
--vpc-private-subnets "subnet-33333333333333333, subnet-44444444444444444"

クラスターの作成が完了するまでに少し時間がかかります。完了したら、次のコマンドを使用して、クラ
スターが正常に作成され、IAM OIDC Provider が設定されていることを確認できます。

eksctl utils associate-iam-oidc-provider \
--region us-west-2 \
--cluster mwaa-eks \
--approve

の作成mwaa名前空間
クラスターが正常に作成されたことを確認したら、次のコマンドを使用してポッドの名前空間を作成しま
す。

kubectl create namespace mwaa

用のロールの作成mwaa名前空間
名前空間を作成したら、MWAA 名前空間でポッドを実行できる EKS 上の Amazon MWAA ユーザー用の
ロールとロールバインディングを作成します。名前空間に別の名前を使用した場合は、mwaa in を置き換
えてください-n mwaaあなたが使った名前で。

cat << EOF | kubectl apply -f - -n mwaa
kind: Role
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
metadata: 
  name: mwaa-role
rules: 
  - apiGroups: 
      - "" 
      - "apps" 
      - "batch" 
      - "extensions" 
    resources:       
      - "jobs" 
      - "pods" 
      - "pods/attach" 
      - "pods/exec" 
      - "pods/log" 
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      - "pods/portforward" 
      - "secrets" 
      - "services" 
    verbs: 
      - "create" 
      - "delete" 
      - "describe" 
      - "get" 
      - "list" 
      - "patch" 
      - "update"
---
kind: RoleBinding
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
metadata: 
  name: mwaa-role-binding
subjects:
- kind: User 
  name: mwaa-service
roleRef: 
  kind: Role 
  name: mwaa-role 
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
EOF

次のコマンドを実行して、新しいロールが Amazon EKS クラスターにアクセスできることを確認します。
使用しなかった場合は、必ず正しい名前を使用してくださいmwaa:

kubectl get pods -n mwaa --as mwaa-service

次のようなメッセージが返されます。

No resources found in mwaa namespace.

Amazon EKS クラスターの IAM ロールを作成してア
タッチする
IAM ロールを作成して Amazon EKS (k8s) クラスターにバインドし、IAM による認証に使用できるように
する必要があります。ロールはクラスターへのログインにのみ使用され、コンソールや API 呼び出しの権
限はありません。

の手順を使用して Amazon MWAA 環境用の新しいロールを作成します。Amazon MWAA 実行ロー
ル (p. 48)。ただし、そのトピックで説明されているポリシーを作成してアタッチする代わりに、次のポリ
シーをアタッチしてください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "airflow:PublishMetrics", 
            "Resource": "arn:aws:airflow:${MWAA_REGION}:${ACCOUNT_NUMBER}:environment/
${MWAA_ENV_NAME}" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": "s3:ListAllMyBuckets", 
            "Resource": [ 
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                "arn:aws:s3:::{MWAA_S3_BUCKET}", 
                "arn:aws:s3:::{MWAA_S3_BUCKET}/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject*", 
                "s3:GetBucket*", 
                "s3:List*" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::{MWAA_S3_BUCKET}", 
                "arn:aws:s3:::{MWAA_S3_BUCKET}/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:CreateLogStream", 
                "logs:CreateLogGroup", 
                "logs:PutLogEvents", 
                "logs:GetLogEvents", 
                "logs:GetLogRecord", 
                "logs:GetLogGroupFields", 
                "logs:GetQueryResults", 
                "logs:DescribeLogGroups" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:logs:${MWAA_REGION}:${ACCOUNT_NUMBER}:log-group:airflow-
${MWAA_ENV_NAME}-*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "cloudwatch:PutMetricData", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sqs:ChangeMessageVisibility", 
                "sqs:DeleteMessage", 
                "sqs:GetQueueAttributes", 
                "sqs:GetQueueUrl", 
                "sqs:ReceiveMessage", 
                "sqs:SendMessage" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:sqs:${MWAA_REGION}:*:airflow-celery-*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kms:Decrypt", 
                "kms:DescribeKey", 
                "kms:GenerateDataKey*", 
                "kms:Encrypt" 
            ], 
            "NotResource": "arn:aws:kms:*:${ACCOUNT_NUMBER}:key/*", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "kms:ViaService": [ 
                        "sqs.${MWAA_REGION}.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            } 
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        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "eks:DescribeCluster" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:eks:${MWAA_REGION}:${ACCOUNT_NUMBER}:cluster/
${EKS_CLUSTER_NAME}" 
        }      
    ]
}

ロールを作成したら、Amazon MWAA 環境を編集して、それを環境の実行ロールとして使用します。ロー
ルを変更するには、使用する環境を編集します。以下の実行ロールを選択しますアクセス許可。

既知の問題:

• サブパスを含むロール ARN が Amazon EKS で認証できないという既知の問題があります。この問題の
回避策は、Amazon MWAA 自体が作成したサービスロールを使用するのではなく、手動でサービスロー
ルを作成することです。詳細については、次を参照してください。aws-auth configmap の ARN にパス
が含まれていると、パスを持つロールが機能しない

• Amazon MWAA サービスのリストが IAM で利用できない場合は、Amazon EC2 などの代替サービスポ
リシーを選択し、ロールの信頼ポリシーを次のように更新する必要があります。

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

詳細については、次を参照してください。IAM ロールで信頼ポリシーを使用する方法。

requirements.txt ファイルを作成する
このセクションのサンプルコードを使用するには、次のデータベースオプションのいずれか
をrequirements.txt。詳細については、Python 依存関係のインストール (p. 127) を参照してくださ
い。

Apache Airflow v2

kubernetes
apache-airflow[cncf.kubernetes]==3.0.0

Apache Airflow v1

awscli
kubernetes==12.0.1
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Amazon EKS 用の ID マッピングを作成する
次のコマンドで作成したロールの ARN を使用して、Amazon EKS の ID マッピングを作成します。地域を
変更###########環境を作成したリージョンに移動します。ロールの ARN を置き換え、最後に置き換え
ますmwaa-execution-role使用する環境の実行ロールを使用します。

eksctl create iamidentitymapping \
--region your-region \
--cluster mwaa-eks \
--arn arn:aws:iam::111222333444:role/mwaa-execution-role \
--username mwaa-service

kubeconfig の作成
次のコマンドを使用してを作成します。kubeconfig:

aws eks update-kubeconfig \
--region us-west-2 \
--kubeconfig ./kube_config.yaml \
--name mwaa-eks \
--alias aws

走ったときに特定のプロファイルを使用した場合update-kubeconfig削除する必要がありますenv:セク
ションが kube_config.yaml ファイルに追加され、Amazon MWAA で正しく動作するようになりました。そ
のためには、ファイルから次のものを削除して保存します。

env:
- name: AWS_PROFILE 
  value: profile_name

DAG の作成
次のコード例を使用して、次のような Python ファイルを作成します。mwaa_pod_example.pyDAG用。

Apache Airflow v2

"""
Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in
the Software without restriction, including without limitation the rights to
use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of
the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
"""
from airflow import DAG
from datetime import datetime
from airflow.providers.cncf.kubernetes.operators.kubernetes_pod import 
 KubernetesPodOperator

default_args = { 
   'owner': 'aws', 
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   'depends_on_past': False, 
   'start_date': datetime(2019, 2, 20), 
   'provide_context': True
}

dag = DAG( 
   'kubernetes_pod_example', default_args=default_args, schedule_interval=None)

#use a kube_config stored in s3 dags folder for now
kube_config_path = '/usr/local/airflow/dags/kube_config.yaml'

podRun = KubernetesPodOperator( 
                       namespace="mwaa", 
                       image="ubuntu:18.04", 
                       cmds=["bash"], 
                       arguments=["-c", "ls"], 
                       labels={"foo": "bar"}, 
                       name="mwaa-pod-test", 
                       task_id="pod-task", 
                       get_logs=True, 
                       dag=dag, 
                       is_delete_operator_pod=False, 
                       config_file=kube_config_path, 
                       in_cluster=False, 
                       cluster_context='aws' 
                       )

Apache Airflow v1

"""
Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in
the Software without restriction, including without limitation the rights to
use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of
the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER
IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
"""
from airflow import DAG
from datetime import datetime
from airflow.contrib.operators.kubernetes_pod_operator import KubernetesPodOperator

default_args = { 
   'owner': 'aws', 
   'depends_on_past': False, 
   'start_date': datetime(2019, 2, 20), 
   'provide_context': True
}

dag = DAG( 
   'kubernetes_pod_example', default_args=default_args, schedule_interval=None)

#use a kube_config stored in s3 dags folder for now
kube_config_path = '/usr/local/airflow/dags/kube_config.yaml'

podRun = KubernetesPodOperator( 
                       namespace="mwaa", 
                       image="ubuntu:18.04", 
                       cmds=["bash"], 
                       arguments=["-c", "ls"], 
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                       labels={"foo": "bar"}, 
                       name="mwaa-pod-test", 
                       task_id="pod-task", 
                       get_logs=True, 
                       dag=dag, 
                       is_delete_operator_pod=False, 
                       config_file=kube_config_path, 
                       in_cluster=False, 
                       cluster_context='aws' 
                       )

DAG を追加し、kube_config.yamlAmazon S3 バ
ケットへ
作成したDAGを入れて、kube_config.yamlAmazon MWAA 環境の Amazon S3 バケットにファイルを
保存します。Amazon S3 コンソールまたはAWS Command Line Interface。

サンプルを有効化してトリガーする
Apache Airflow で、サンプルを有効にしてからトリガーします。

正常に実行されて完了したら、次のコマンドを使用してポッドを確認します。

kubectl get pods -n mwaa

次のような出力が表示されます。

NAME READY STATUS RESTARTS AGE
mwaa-pod-test-aa11bb22cc3344445555666677778888 0/1 Completed 0 2m23s

その後、次のコマンドを使用して、ポッドの出力を確認できます。名前の値を前のコマンドから返された
値に置き換えます。

kubectl logs -n mwaa mwaa-pod-test-aa11bb22cc3344445555666677778888

を使用して Amazon ECS に接続す
るECSOperator

このトピックでは、の使用方法について説明します。ECSOperatorAmazon MWAA から Amazon Elastic 
Container Service (Amazon ECS) コンテナに接続します。次のステップでは、環境の実行ロールに必要な
アクセス許可を追加します。AWS CloudFormationテンプレートを使用して Amazon ECS Fargate クラス
ターを作成し、最後に新しいクラスターに接続する DAG を作成してアップロードします。

トピック
• バージョン (p. 249)
• 前提条件 (p. 249)
• 許可 (p. 249)
• Amazon ECS クラスターを作成します。 (p. 250)
• コードサンプル (p. 253)
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バージョン
• このページのコード例は次のように使用できます。Apache エアフロー v2 以上にPython 3.7。

前提条件
このページのサンプルコードを使用するには、以下が必要です。

• AnAmazon MWAA 環境 (p. 16)。

許可
• 環境の実行ロールには、Amazon ECS でタスクを実行する権限が必要です。どちらかを添付できま

すamazonECS_FullAccess AWS-managed Policy を実行ロールにするか、または次のポリシーを作成す
るか、次のポリシーを作成するか、次のポリシーを作成するか、次のポリシーを作成するか、

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "VisualEditor0", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ecs:RunTask", 
                "ecs:DescribeTasks" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Action": "iam:PassRole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "iam:PassedToService": "ecs-tasks.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

• Amazon ECS でタスクを実行するために必要なアクセス権限を追加することに加えて、 CloudWatch 次
に示すように、Amazon MWAA 実行ロールにポリシーステートメントを記録して、Amazon ECS タスク
ロググループへのアクセスを許可します。Amazon ECS ロググループは、AWS CloudFormationテンプ
レートインthe section called “Amazon ECS クラスターを作成します。” (p. 250)。

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "logs:CreateLogStream", 
        "logs:CreateLogGroup", 
        "logs:PutLogEvents", 
        "logs:GetLogEvents", 
        "logs:GetLogRecord", 
        "logs:GetLogGroupFields", 
        "logs:GetQueryResults" 
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    ], 
    "Resource": [ 
        "arn:aws:logs:region:account-id:log-group:airflow-environment-name-*", 
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:ecs-mwaa-group:*" 
    ]
} 
                 

Amazon MWAA 実行ロールとポリシーをアタッチする方法の詳細については、実行ロール (p. 48)。

Amazon ECS クラスターを作成します。
以下を使用しますAWS CloudFormationテンプレートを作成して、Amazon MWAA ワークフローで使用す
る Amazon ECS Fargate クラスターを構築します。詳細については、次を参照してください。タスク定義
の作成()Amazon Elastic Container Service De。

1. 次のコードを含む JSON ファイルを作成し、名前を付けて保存します。ecs-mwaa-cfn.json。

{ 
    "AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09", 
    "Description": "This template deploys an ECS Fargate cluster with an Amazon Linux 
 image as a test for MWAA.", 
    "Parameters": { 
        "VpcId": { 
            "Type": "AWS::EC2::VPC::Id", 
            "Description": "Select a VPC that allows instances access to ECR, as used 
 with MWAA." 
        }, 
        "SubnetIds": { 
            "Type": "List<AWS::EC2::Subnet::Id>", 
            "Description": "Select at two private subnets in your selected VPC, as used 
 with MWAA." 
        }, 
        "SecurityGroups": { 
            "Type": "List<AWS::EC2::SecurityGroup::Id>", 
            "Description": "Select at least one security group in your selected VPC, as 
 used with MWAA." 
        } 
    }, 
    "Resources": { 
        "Cluster": { 
            "Type": "AWS::ECS::Cluster", 
            "Properties": { 
                "ClusterName": { 
                    "Fn::Sub": "${AWS::StackName}-cluster" 
                } 
            } 
        }, 
        "LogGroup": { 
            "Type": "AWS::Logs::LogGroup", 
            "Properties": { 
                "LogGroupName": { 
                    "Ref": "AWS::StackName" 
                }, 
                "RetentionInDays": 30 
            } 
        }, 
        "ExecutionRole": { 
            "Type": "AWS::IAM::Role", 
            "Properties": { 
                "AssumeRolePolicyDocument": { 
                    "Statement": [ 

250

https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/create-task-definition
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/create-task-definition


Amazon Managed Workflows for 
Apache Airflow ユーザーガイド

Amazon ECS クラスターを作成します。

                        { 
                            "Effect": "Allow", 
                            "Principal": { 
                                "Service": "ecs-tasks.amazonaws.com" 
                            }, 
                            "Action": "sts:AssumeRole" 
                        } 
                    ] 
                }, 
                "ManagedPolicyArns": [ 
                    "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AmazonECSTaskExecutionRolePolicy" 
                ] 
            } 
        }, 
        "TaskDefinition": { 
            "Type": "AWS::ECS::TaskDefinition", 
            "Properties": { 
                "Family": { 
                    "Fn::Sub": "${AWS::StackName}-task" 
                }, 
                "Cpu": 2048, 
                "Memory": 4096, 
                "NetworkMode": "awsvpc", 
                "ExecutionRoleArn": { 
                    "Ref": "ExecutionRole" 
                }, 
                "ContainerDefinitions": [ 
                    { 
                        "Name": { 
                            "Fn::Sub": "${AWS::StackName}-container" 
                        }, 
                        "Image": "137112412989.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/
amazonlinux:latest", 
                        "PortMappings": [ 
                            { 
                                "Protocol": "tcp", 
                                "ContainerPort": 8080, 
                                "HostPort": 8080 
                            } 
                        ], 
                        "LogConfiguration": { 
                            "LogDriver": "awslogs", 
                            "Options": { 
                                "awslogs-region": { 
                                    "Ref": "AWS::Region" 
                                }, 
                                "awslogs-group": { 
                                    "Ref": "LogGroup" 
                                }, 
                                "awslogs-stream-prefix": "ecs" 
                            } 
                        } 
                    } 
                ], 
                "RequiresCompatibilities": [ 
                    "FARGATE" 
                ] 
            } 
        }, 
        "Service": { 
            "Type": "AWS::ECS::Service", 
            "Properties": { 
                "ServiceName": { 
                    "Fn::Sub": "${AWS::StackName}-service" 
                }, 
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                "Cluster": { 
                    "Ref": "Cluster" 
                }, 
                "TaskDefinition": { 
                    "Ref": "TaskDefinition" 
                }, 
                "DesiredCount": 1, 
                "LaunchType": "FARGATE", 
                "PlatformVersion": "1.3.0", 
                "NetworkConfiguration": { 
                    "AwsvpcConfiguration": { 
                        "AssignPublicIp": "ENABLED", 
                        "Subnets": { 
                            "Ref": "SubnetIds" 
                        }, 
                        "SecurityGroups": { 
                            "Ref": "SecurityGroups" 
                        } 
                    } 
                } 
            } 
        } 
    }
}

2. コマンドプロンプトで次のコマンドを使用します。AWS CLIコマンドを使用して、新しいスタックを
作成します。値を置き換えますSecurityGroupsそしてSubnetIdsAmazon MWAA 環境のセキュリ
ティグループとサブネットの値を使用します。

$ aws cloudformation create-stack \
--stack-name my-ecs-stack --template-body file://ecs-mwaa-cfn.json \
--parameters ParameterKey=SecurityGroups,ParameterValue=your-mwaa-security-group \
ParameterKey=SubnetIds,ParameterValue=your-mwaa-subnet-1\\,your-mwaa-subnet-1 \
--capabilities CAPABILITY_IAM

または、次のシェルスクリプトを使用することもできます。このスクリプトは、環境内のセキュリ
ティグループとサブネットに必要な値を、get-environment AWS CLIコマンドを実行すると、それ
に応じてスタックが作成されます。スクリプトを実行できます。

a. スクリプトをコピーして名前を付けて保存ecs-stack-helper.sh自分と同じディレクトリで
AWS CloudFormationテンプレート。

#!/bin/bash

joinByString() { 
  local separator="$1" 
  shift 
  local first="$1" 
  shift 
  printf "%s" "$first" "${@/#/$separator}"
}

response=$(aws mwaa get-environment --name $1)

securityGroupId=$(echo "$response" | jq -r 
 '.Environment.NetworkConfiguration.SecurityGroupIds[]')
subnetIds=$(joinByString '\,' $(echo "$response" | jq -r 
 '.Environment.NetworkConfiguration.SubnetIds[]'))

aws cloudformation create-stack --stack-name $2 --template-body file://ecs-cfn.json 
 \
--parameters ParameterKey=SecurityGroups,ParameterValue=$securityGroupId \
ParameterKey=SubnetIds,ParameterValue=$subnetIds \
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--capabilities CAPABILITY_IAM

b. 次のコマンドを使用してスクリプトを実行します。置換environment-nameそしてstack-
nameあなたの情報と。

$ chmod +x ecs-stack-helper.sh
$ ./ecs-stack-helper.bash environment-name stack-name

成功した場合は、次の出力が表示されますAWS CloudFormationスタック ID。

{ 
    "StackId": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:stack/my-ecs-
stack/123456e7-8ab9-01cd-b2fb-36cce63786c9"
}

あんたの後AWS CloudFormationスタックが完成し、AWSが Amazon ECS リソースをプロビジョニングし
たので、DAG を作成してアップロードする準備ができました。

コードサンプル
1. コマンドプロンプトを開き、DAG コードが保存されているディレクトリに移動します。例:

cd dags

2. 次のコードサンプルの内容をコピーし、mwaa-ecs-operator.py次に、新しい DAG を Amazon S3 
にアップロードします。

from http import client
from airflow import DAG
from airflow.providers.amazon.aws.operators.ecs import ECSOperator
from airflow.utils.dates import days_ago
import boto3

CLUSTER_NAME="mwaa-ecs-test-cluster" #Replace value for CLUSTER_NAME with your 
 information.
CONTAINER_NAME="mwaa-ecs-test-container" #Replace value for CONTAINER_NAME with your 
 information.
LAUNCH_TYPE="FARGATE"

with DAG( 
    dag_id = "ecs_fargate_dag", 
    schedule_interval=None, 
    catchup=False, 
    start_date=days_ago(1)
) as dag: 
    client=boto3.client('ecs') 
    services=client.list_services(cluster=CLUSTER_NAME,launchType=LAUNCH_TYPE) 
    
 service=client.describe_services(cluster=CLUSTER_NAME,services=services['serviceArns']) 

    ecs_operator_task = ECSOperator( 
        task_id = "ecs_operator_task", 
        dag=dag, 
        cluster=CLUSTER_NAME, 
        task_definition=service['services'][0]['taskDefinition'], 
        launch_type=LAUNCH_TYPE, 
        overrides={ 
            "containerOverrides":[ 
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                { 
                    "name":CONTAINER_NAME, 
                    "command":["ls", "-l", "/"], 
                }, 
            ], 
        }, 

        network_configuration=service['services'][0]['networkConfiguration'], 
        awslogs_group="mwaa-ecs-zero", 
        awslogs_stream_prefix=f"ecs/{CONTAINER_NAME}", 
    )

Note

DAG の例では、awslogs_groupでは、Amazon ECS タスクロググループの名前でロググ
ループを変更する必要がある場合があります。この例では、という名前のロググループを使
用します。mwaa-ecs-zero。にとってawslogs_stream_prefixでは、Amazon ECS タス
クログストリームプレフィックスを使用します。この例では、ログストリームのプレフィッ
クスが付くことを前提としています。ecs。

3. 以下を実行します。AWS CLIコマンドを使用して DAG を環境のバケットにコピーし、Apache Airflow 
UI を使用して DAG をトリガーします。

$ aws s3 cp your-dag.py s3://your-environment-bucket/dags/

4. 成功した場合は、次のタスクログに以下のような出力が表示されま
す。ecs_operator_task()ecs_fargate_dagダグ:

[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{ecs.py:300}} INFO - Running ECS Task -
Task definition: arn:aws:ecs:us-west-2:123456789012:task-definition/mwaa-ecs-test-
task:1 - on cluster mwaa-ecs-test-cluster
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{ecs-operator-test.py:302}} INFO - ECSOperator overrides:
{'containerOverrides': [{'name': 'mwaa-ecs-test-container', 'command': ['ls', '-l', 
 '/']}]}
.
.
.
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{ecs.py:379}} INFO - ECS task ID is: 
 e012340b5e1b43c6a757cf012c635935
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{ecs.py:313}} INFO - Starting ECS Task Log Fetcher
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{ecs.py:119}} INFO - [2022-07-19, 17:54:03 UTC] total 52
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{ecs.py:119}} INFO - [2022-07-19, 17:54:03 UTC] lrwxrwxrwx  
  1 root root    7 Jun 13 18:51 bin -> usr/bin
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{ecs.py:119}} INFO - [2022-07-19, 17:54:03 UTC] dr-xr-xr-x  
  2 root root 4096 Apr  9  2019 boot
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{ecs.py:119}} INFO - [2022-07-19, 17:54:03 UTC] drwxr-xr-x  
  5 root root  340 Jul 19 17:54 dev
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{ecs.py:119}} INFO - [2022-07-19, 17:54:03 UTC] drwxr-xr-x  
  1 root root 4096 Jul 19 17:54 etc
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{ecs.py:119}} INFO - [2022-07-19, 17:54:03 UTC] drwxr-xr-x  
  2 root root 4096 Apr  9  2019 home
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{ecs.py:119}} INFO - [2022-07-19, 17:54:03 UTC] lrwxrwxrwx  
  1 root root    7 Jun 13 18:51 lib -> usr/lib
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{ecs.py:119}} INFO - [2022-07-19, 17:54:03 UTC] lrwxrwxrwx  
  1 root root    9 Jun 13 18:51 lib64 -> usr/lib64
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{ecs.py:119}} INFO - [2022-07-19, 17:54:03 UTC] drwxr-xr-x  
  2 root root 4096 Jun 13 18:51 local
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{ecs.py:119}} INFO - [2022-07-19, 17:54:03 UTC] drwxr-xr-x  
  2 root root 4096 Apr  9  2019 media
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{ecs.py:119}} INFO - [2022-07-19, 17:54:03 UTC] drwxr-xr-x  
  2 root root 4096 Apr  9  2019 mnt
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{ecs.py:119}} INFO - [2022-07-19, 17:54:03 UTC] drwxr-xr-x  
  2 root root 4096 Apr  9  2019 opt

254



Amazon Managed Workflows for 
Apache Airflow ユーザーガイド
Amazon MWAA で dbt を使う

[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{ecs.py:119}} INFO - [2022-07-19, 17:54:03 UTC] dr-xr-xr-x 
 103 root root    0 Jul 19 17:54 proc
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{ecs.py:119}} INFO - [2022-07-19, 17:54:03 UTC] dr-xr-x-\-
\-   2 root root 4096 Apr  9  2019 root
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{ecs.py:119}} INFO - [2022-07-19, 17:54:03 UTC] drwxr-xr-x  
  2 root root 4096 Jun 13 18:52 run
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{ecs.py:119}} INFO - [2022-07-19, 17:54:03 UTC] lrwxrwxrwx  
  1 root root    8 Jun 13 18:51 sbin -> usr/sbin
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{ecs.py:119}} INFO - [2022-07-19, 17:54:03 UTC] drwxr-xr-x  
  2 root root 4096 Apr  9  2019 srv
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{ecs.py:119}} INFO - [2022-07-19, 17:54:03 UTC] dr-xr-xr-x  
 13 root root    0 Jul 19 17:54 sys
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{ecs.py:119}} INFO - [2022-07-19, 17:54:03 UTC] drwxrwxrwt  
  2 root root 4096 Jun 13 18:51 tmp
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{ecs.py:119}} INFO - [2022-07-19, 17:54:03 UTC] drwxr-xr-x  
 13 root root 4096 Jun 13 18:51 usr
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{ecs.py:119}} INFO - [2022-07-19, 17:54:03 UTC] drwxr-xr-x  
 18 root root 4096 Jun 13 18:52 var
.
.
.
[2022-01-01, 12:00:00 UTC] {{ecs.py:328}} INFO - ECS Task has been successfully 
 executed

Amazon MWAA で dbt を使う
このトピックでは、dbt と Postgres を Amazon MWAA で使用する方法を示します。以下のステップで
は、必要な依存関係をrequirements.txtを選択し、サンプルの dbt プロジェクトを環境の Amazon S3 
バケットにアップロードします。次に、サンプル DAG を使用して Amazon MWAA が依存関係をインス
トールしたことを確認し、最後にBashOperatordbtプロジェクトを実行する。

トピック
• バージョン (p. 255)
• 前提条件 (p. 255)
• 依存関係 (p. 256)
• dbt プロジェクトを Amazon S3 にアップロードする (p. 256)
• DAG を使用して dbt 依存関係のインストールを確認する (p. 257)
• DAG を使用して dbt プロジェクトを実行する (p. 257)

バージョン
• このページのコード例は次のように使用できます。Apache エアフロー v2 以上にPython 3.7。

前提条件
以下の手順を完了するには、以下が必要です。

• AnAmazon MWAA 環境 (p. 16)Apache エアフロー v2.2.2 を使用しています。このサンプルは v2.2.2 で
作成され、テストされています。他の Apache Airflow バージョンで使用するためには、サンプルを変更
する必要がある場合があります。

• dbt プロジェクトのサンプルです。dbt を Amazon MWAA で使い始めるには、フォークを作成し、dbt ス
タータープロジェクトdbt-labsから GitHub repository。
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依存関係

依存関係
Amazon MWAA を dbt で使用するには、次の依存関係をrequirements.txt。詳細については、
「Python 依存関係のインストール (p. 127)」を参照してください。

環境の更新が完了すると、Amazon MWAA は必要な dbt ライブラリと次のような追加の依存関係をインス
トールします。psycopg2。

Note

Apache Airflow v2.2.2で提供されているデフォルトの制約ファイルには、次の競合バージョンがあ
りますjsonschemaこれは、このガイドで使用されている dbt のバージョンではサポートされて
いません。そのため、Amazon MWAA と dbt を使用する場合は、Apache Airflow 制約ファイルを 
Amazon S3 DAGs フォルダにダウンロードして変更し、それをrequirements.txtファイルと
して--constraint /usr/local/airflow/dags/my-updated-constraint.txt、または
省略--constraintからrequirements.txt以下に例を示します。

json-rpc==1.13.0
minimal-snowplow-tracker==0.0.2
packaging==20.9
networkx==2.6.3  
mashumaro==2.5
sqlparse==0.4.2

logbook==1.5.3
agate==1.6.1
dbt-extractor==0.4.0

pyparsing==2.4.7  
msgpack==1.0.2
parsedatetime==2.6
pytimeparse==1.1.8
leather==0.3.4
pyyaml==5.4.1

# Airflow constraints are jsonschema==3.2.0
jsonschema==3.1.1
hologram==0.0.14
dbt-core==0.21.1

psycopg2-binary==2.8.6
dbt-postgres==0.21.1
dbt-redshift==0.21.1

以下のセクションでは、dbt プロジェクトディレクトリを Amazon S3 にアップロードし、Amazon MWAA 
が必要な dbt 依存関係を正常にインストールしたかどうかを検証する DAG を実行します。

dbt プロジェクトを Amazon S3 にアップロードする
dbt プロジェクトを Amazon MWAA 環境で使用できるようにするには、プロジェクトディレクトリ全体
を環境のdagsフォルダ。環境が更新されると、Amazon MWAA は dbt ディレクトリをローカルにダウン
ロードしますusr/local/airflow/dags/フォルダ。

dbt プロジェクトを Amazon S3 にアップロードするには

1. dbt starter プロジェクトのクローンを作成したディレクトリに移動します。
2. 次の Amazon S3 を実行しますAWS CLIプロジェクトの内容を環境の内容に再帰的にコピーするコマ

ンドdagsを使用するフォルダ--recursiveパラメータ。このコマンドは、という名前のサブディレ
クトリを作成しますdbtすべてのdbtプロジェクトに使用できます。サブディレクトリがすでに存在す
る場合、プロジェクトファイルは既存のディレクトリにコピーされ、新しいディレクトリは作成され
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DAG を使用して dbt 依存関係のインストールを確認する

ません。このコマンドは、内部にサブディレクトリも作成しますdbtこの特定のスタータープロジェ
クトのディレクトリ。

$ aws s3 cp dbt-starter-project s3://mwaa-bucket/dags/dbt/dbt-starter-project --
recursive

プロジェクトのサブディレクトリに異なる名前を使用して、親内の複数の dbt プロジェクトを整理で
きます。dbtディレクトリ。

DAG を使用して dbt 依存関係のインストールを確認
する
次の DAG はBashOperatorおよび bash コマンドを実行して、Amazon MWAA がで指定した dbt 依存関
係を正常にインストールしたかどうかを確認します。requirements.txt。

from airflow import DAG
from airflow.operators.bash_operator import BashOperator
from airflow.utils.dates import days_ago

with DAG(dag_id="dbt-installation-test", schedule_interval=None, catchup=False, 
 start_date=days_ago(1)) as dag: 
    cli_command = BashOperator( 
        task_id="bash_command", 
        bash_command="/usr/local/airflow/.local/bin/dbt --version" 
    )

タスクログを表示し、dbt とその依存関係がインストールされていることを確認するには、次の操作を行
います。

1. Amazon MWAA コンソールに移動し、エアフロー UI を開く利用可能な環境のリストから、以下の操
作をします。

2. Apache Airflow UI で、dbt-installation-testリストから DAG を選択し、その下にある日付を選
択しますLast Run列をクリックして、最後に成功したタスクを開きます。

3. を使用するグラフビュー、選択してくださいbash_commandtask をクリックして、タスクインスタン
スの詳細を開きます。

4. 選択してくださいログタスクログを開くには、で指定した dbt バージョンがログに正常に表示されて
いることを確認しますrequirements.txt。

DAG を使用して dbt プロジェクトを実行する
次の DAG はBashOperatorAmazon S3 にアップロードした dbt プロジェクトをローカルからコピーする
にはusr/local/airflow/dags/書き込み可能なディレクトリへのディレクトリ/tmpディレクトリに移
動し、次に dbt プロジェクトを実行します。bash コマンドは、次のようなタイトルのスターター dbt プロ
ジェクトを想定しています。dbt-starter-project。プロジェクトディレクトリの名前に従ってディレ
クトリ名を変更します。

from airflow import DAG
from airflow.operators.bash_operator import BashOperator
from airflow.utils.dates import days_ago
import os
DAG_ID = os.path.basename(__file__).replace(".py", "")
with DAG(dag_id=DAG_ID, schedule_interval=None, catchup=False, start_date=days_ago(1)) as 
 dag: 
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    cli_command = BashOperator( 
        task_id="bash_command", 
        bash_command="cp -R /usr/local/airflow/dags/dbt /tmp;\
cd /tmp/dbt/dbt-starter-project;\
/usr/local/airflow/.local/bin/dbt  run --project-dir /tmp/dbt/dbt-starter-project/ --
profiles-dir ..;\
cat /tmp/dbt_logs/dbt.log" 
    )

AWSブログとチュートリアル
• Apache Airflow v2.x の Amazon EKS と Amazon MWAA との連携
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Apache Airflow のパフォーマンスチューニング

Amazon Managed 
Workflows、Apache Airflow (MWAA)

このガイドでは、Amazon Managed Workflows for Apache Airflow (MWAA) を使用する際に推奨するベス
トプラクティスについて説明します。

トピック
• Amazon MWAA での Apache エアフローのパフォーマンスチューニング (p. 259)
• requirements.txt での Python の依存関係の管理 (p. 274)

Amazon MWAA での Apache エアフローのパ
フォーマンスチューニング

このページでは、Amazon Managed Workflows for Apache Airflow (MWAA) 環境でのパフォーマンスを
チューニングするために推奨されるベストプラクティスについて説明しますAmazon MWAA での Apache 
エアフロー設定オプションの使用 (p. 97)。

目次
• エアフロー設定オプションの追加 (p. 259)
• エアフロースケジューラ (p. 260)

• パラメータ (p. 260)
• Limits (p. 264)

• DAG フォルダー (p. 264)
• パラメータ (p. 265)

• DAG ファイル (p. 266)
• パラメータ (p. 266)

• タスク (p. 269)
• パラメータ (p. 270)

• Apache Airflow の拡張 (p. 273)

エアフロー設定オプションの追加
以下の手順では、Airflow 設定オプションを環境に追加するステップを説明します。

1. Amazon MWAA コンソールで [環境] ページを開きます。
2. 環境を選択してください。
3. [編集] を選択します。
4. [Next] (次へ) を選択します。
5. Airflow 設定オプションペインで「カスタム設定の追加」 を選択します。
6. ドロップダウンリストから設定を選択して値を入力するか、カスタム設定を入力して値を入力しま

す。
7. 追加する構成ごとに [カスタム構成を追加] を選択します。
8. [Save] (保存) を選択します。
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エアフロースケジューラ

詳細については、Amazon MWAA での Apache エアフロー設定オプションの使用 (p. 97) を参照してくだ
さい。

エアフロースケジューラ
Apache エアフロースケジューラは Apache エアフローのコアコンポーネントです。スケジューラに問題
があると、DAG が解析されず、タスクがスケジュールされない可能性があります。Apache Airflow スケ
ジューラーのチューニングの詳細については、Apache Airflow ドキュメンテーションウェブサイトの「ス
ケジューラーのパフォーマンスの微調整」を参照してください。

Note

このセクションのパラメータのデフォルト値を変更する場合は注意が必要です。

パラメータ
このセクションでは、Airflow Scheduler で使用できる設定オプションとその使用例について説明します。

Apache Airflow v2

エアフローバー
ジョン

エアフロー設定オ
プション

デフォルト 説明 ユースケース

v2 celery.sync_parallelism1 Celery Executor 
がタスクの状態を
同期するために使
用するプロセスの
数。

このオプショ
ンを使用す
ると、Celery 
Executor が使用
するプロセスを制
限することで、
キューの競合を
防ぐことができま
す。デフォルトで
は、1タスクログ
をログに配信する
際のエラーを防ぐ
ための値がに設定
されています。 
CloudWatch 0こ
の値をに設定する
と、最大数のプロ
セスを使用するこ
とになりますが、
タスクログを配信
する際にエラーが
発生する可能性が
あります。

v2 スケジューラー. 
プロセッサー・
ポーリング・イン
ターバル

1 スケジューラー
の「ループ」で
の連続した DAG 
ファイル処理間の
待機秒数。

このオプションを
使用すると、DAG 
解析結果の取
得、タスクの検
索とキューイン
グ、Executor で
のキュー内のタス
クの実行が完了し
た後にスケジュー
ラーがスリープす
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エアフロースケジューラ

エアフローバー
ジョン

エアフロー設定オ
プション

デフォルト 説明 ユースケース

る時間を増やすこ
とで、スケジュー
ラーの CPU 使用
率を解放できま
す。この値を増
やすと、Apache 
Airflow v2 
とscheduler.max_threads
Apache Airflow v1
の環境で実行さ
れるスケジュー
ラースレッドの
数が消費されま
す。scheduler.parsing_processesこ
れにより、DAG
を解析するスケ
ジューラーの容量
が減少し、DAG 
が Web サーバー
に表示されるまで
にかかる時間が長
くなる可能性があ
ります。

v2 scheduler.max_dag_
は、ループごとに
_作成_実行_を実
行します

10 スケジュー
ラーの「ルー
プ」DagRunsごと
に作成する DAG 
の最大数。

このオプションを
使用すると、スケ
ジューラの「ルー
プ」DagRunsの最
大数を減らすこと
で、リソースを解
放してタスクをス
ケジューリングで
きます。
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エアフロースケジューラ

エアフローバー
ジョン

エアフロー設定オ
プション

デフォルト 説明 ユースケース

v2 スケジューラー. 
解析プロセス

2 スケジューラー
が DAG をスケ
ジュールするた
めにparallel 実行
できるスレッドの
数。

このオプションを
使用すると、ス
ケジューラーが
DAG を解析する
ためにparallel 実
行するプロセス
の数を減らすこと
で、リソースを解
放できます。DAG 
解析がタスクスケ
ジューリングに影
響を与えている場
合は、この数を低
く抑えることをお
勧めします。環境
の vCPU 数より
も小さい値を指
定する必要があ
ります。詳細に
ついては、「制
限 (p. 264)」を
参照してくださ
い。

Apache Airflow v1

エアフローバー
ジョン

エアフロー設定オ
プション

デフォルト 説明 ユースケース

v1 celery.sync_parallelism0 Celery Executor 
がタスクの状態を
同期するために使
用するプロセスの
数。

このオプショ
ンを使用す
ると、Celery 
Executor が使用
するプロセスを制
限することで、
キューの競合を
防ぐことができま
す。デフォルトで
は、1タスクログ
をログに配信する
際のエラーを防ぐ
ための値がに設定
されています。 
CloudWatch 0こ
の値をに設定する
と、最大数のプロ
セスを使用するこ
とになりますが、
タスクログを配信
する際にエラーが
発生する可能性が
あります。
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エアフロースケジューラ

エアフローバー
ジョン

エアフロー設定オ
プション

デフォルト 説明 ユースケース

v1 スケジューラー. 
プロセッサー・
ポーリング・イン
ターバル

1 スケジューラー
の「ループ」で
の連続した DAG 
ファイル処理間の
待機秒数。

このオプションを
使用すると、DAG 
解析結果の取
得、タスクの検
索とキューイン
グ、Executor で
のキュー内のタス
クの実行が完了し
た後にスケジュー
ラーがスリープす
る時間を増やすこ
とで、スケジュー
ラーの CPU 使用
率を解放できま
す。この値を増
やすと、Apache 
Airflow v2 
とscheduler.max_threads
Apache Airflow v1
の環境で実行さ
れるスケジュー
ラースレッドの
数が消費されま
す。scheduler.parsing_processesこ
れにより、DAG
を解析するスケ
ジューラーの容量
が減少し、DAG 
が Web サーバー
に表示されるまで
にかかる時間が長
くなる可能性があ
ります。
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DAG フォルダー

エアフローバー
ジョン

エアフロー設定オ
プション

デフォルト 説明 ユースケース

v1 スケジュー
ラ.max_threads

4 スケジューラー
が DAG をスケ
ジュールするた
めにparallel 実行
できるスレッドの
数。

このオプションを
使用すると、ス
ケジューラーが
DAG を解析する
ためにparallel 実
行するプロセス
の数を減らすこと
で、リソースを解
放できます。DAG 
解析がタスクスケ
ジューリングに影
響を与えている場
合は、この数を低
く抑えることをお
勧めします。環境
の vCPU 数より
も小さい値を指
定する必要があ
ります。詳細に
ついては、「制
限 (p. 264)」を
参照してくださ
い。

Limits
このセクションでは、スケジューラーのデフォルトパラメータを調整する際に考慮すべき制限について説
明します。

スケジューラ.パーシング_プロセス、スケジューラ.max_threads

1 つの環境クラスの vCPU ごとに 2 つのスレッドを使用できます。環境クラスのスケジューラには、
少なくとも 1 つのスレッドを予約する必要があります。 タスクのスケジュールが遅れていることに
気付いた場合は、環境クラスを増やす必要があるかもしれません (p. 91)。たとえば、大規模な環境で
は、スケジューラー用の vCPU Fargate コンテナインスタンスが 4 つあります。つまり、7他のプロセ
スに使用できるスレッド数は最大限です。つまり、2 つのスレッドが 4 つの vCPUs に「乗算」し、ス
ケジューラの 1 つを引いたものです。で指定する値は、scheduler.parsing_processes環境クラ
スで使用可能なスレッド数を超えてはなりません (scheduler.max_threads以下に示すとおり)。
• mw1.small —1 他のプロセスではスレッド数を超えてはいけません。残りのスレッドはスケジュー

ラ専用です。
• mw1.medium —3 他のプロセスのスレッド数を超えてはいけません。残りのスレッドはスケジュー

ラ専用です。
• mw1.large —7 他のプロセスのスレッド数を超えてはいけません。残りのスレッドはスケジューラ

専用です。

DAG フォルダー
Apache エアフロースケジューラは、環境内の DAG フォルダーを継続的にスキャンしま
す。plugins.zip含まれているファイル、または「airflow」インポートステートメントを含む Python 
(.py) ファイル。生成された Python DAG オブジェクトはすべて、そのファイルに格納され、スケ
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DAG フォルダー

ジューラーによって処理され、もしあれば、どのタスクをスケジュールする必要があるかが決定されま
す。DagBagDAG ファイルの解析は、ファイルに実行可能な DAG オブジェクトが含まれているかどうか
に関係なく行われます。

Note

このセクションのパラメータのデフォルト値を変更する場合は注意が必要です。

パラメータ
このセクションでは、DAG フォルダーで使用できる構成オプションとその使用例について説明します。

Apache Airflow v2

エアフローバー
ジョン

エアフロー設定オ
プション

デフォルト 説明 ユースケース

v2 スケジュー
ラ.dag_dir_list_interval

300 秒 DAG フォルダー
で新しいファイル
をスキャンする秒
数。

このオプションを
使用すると、DAG
フォルダーを解析
する秒数を増や
すことでリソー
スを解放できま
す。DAG フォ
ルダー内のファ
イル数が多い
ために解析時間
が長くなる場合
はtotal_parse_time 
metrics、この値
を増やすことをお
勧めします。

v2 スケジュー
ラ.min_ファイル_
プロセス_間隔

30 秒 スケジューラーが 
DAG を解析して 
DAG への更新が
反映されるまでの
秒数です。

このオプション
を使用すると、
スケジューラー
が DAG を解析す
る前に待機する
秒数を増やすこと
で、リソースを解
放できます。たと
えば、の値を指定
すると30、DAG 
ファイルは 30 秒
ごとに解析されま
す。ご使用の環境
の CPU 使用率を
下げるために、こ
の数値を高くして
おくことをお勧め
します。
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DAG ファイル

Apache Airflow v1

エアフローバー
ジョン

エアフロー設定オ
プション

デフォルト 説明 ユースケース

v1 スケジュー
ラ.dag_dir_list_interval

300 秒 DAG フォルダー
で新しいファイル
をスキャンする秒
数。

このオプションを
使用すると、DAG
フォルダーを解析
する秒数を増や
すことでリソー
スを解放できま
す。DAG フォ
ルダー内のファ
イル数が多い
ために解析時間
が長くなる場合
はtotal_parse_time 
metrics、この値
を増やすことをお
勧めします。

v1 スケジュー
ラ.min_ファイル_
プロセス_間隔

30 秒 スケジューラーが 
DAG を解析して 
DAG への更新が
反映されるまでの
秒数です。

このオプション
を使用すると、
スケジューラー
が DAG を解析す
る前に待機する
秒数を増やすこと
で、リソースを解
放できます。たと
えば、の値を指定
すると30、DAG 
ファイルは 30 秒
ごとに解析されま
す。ご使用の環境
の CPU 使用率を
下げるために、こ
の数値を高くして
おくことをお勧め
します。

DAG ファイル
Apache エアフロースケジューラの「ループ」の一部として、個々の DAG ファイルが解析されて DAG 
Python オブジェクトが抽出されます。Airflow 2.0 以降の Scheduler 解析プロセスの最大数では、ファイル
は同時に処理され、scheduler.min_file_process_interval同じファイルが再度解析されるまでの
秒数が経過する必要があります。

Note

このセクションのパラメータのデフォルト値を変更する場合は注意が必要です。

パラメータ
このセクションでは、Airflow DAG ファイルで使用できる設定オプションとその使用例について説明しま
す。
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DAG ファイル

Apache Airflow v2

エアフローバー
ジョン

エアフロー設定オ
プション

デフォルト 説明 ユースケース

v2 core.dag_ファイ
ル_プロセッサ_タ
イムアウト

50 秒 DAG
DagFileProcessorファ
イルの処理がタイ
ムアウトするまで
待つ秒数。

このオプションを
使用すると、タイ
ムアウトになるま
での時間を増や
すことでリソー
スを解放できま
す。DagFileProcessorDAG 
処理ログにタイム
アウトが発生し
て、実行可能な 
DAG が読み込ま
れない場合は、こ
の値を増やすこと
をお勧めします。

v2 core.dagbag_イン
ポート_タイムア
ウト

30 秒 Python ファイル
をインポートする
までの秒数。

このオプショ
ンを使用する
と、Python ファ
イルをインポー
トして DAG オブ
ジェクトを抽出す
る際にスケジュー
ラがタイムアウ
トするまでの時
間を増やすこと
で、リソースを解
放できます。この
オプションはスケ
ジューラの「ルー
プ」の一部とし
て処理されるた
め、で指定され
た値よりも小さ
い値が含まれて
いる必要がありま
すcore.dag_file_processor_timeout。

v2 core.min_serialized_day_update_interval30 データベース内
のシリアル化され
た DAG が更新さ
れるまでの最小秒
数。

このオプション
を使用すると、
データベース内
のシリアル化さ
れた DAG が更新
されるまでの秒数
を増やすことで、
リソースを解放で
きます。DAG の
数が多い場合、ま
たは DAG が複雑
な場合は、この値
を増やすことを
お勧めします。
この値を大きく
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DAG ファイル

エアフローバー
ジョン

エアフロー設定オ
プション

デフォルト 説明 ユースケース

すると、DAG が
シリアル化される
際のスケジューラ
とデータベースの
負荷が軽減されま
す。

v2 core.min_serialized_day_fetch_interval10 シリアル化され
た DAG がすでに
にロードされてい
る場合に、デー
タベースから再
取得される秒数 
DagBag。

このオプションを
使用すると、シ
リアル化された 
DAG が再フェッ
チされる秒数を
増やすことでリ
ソースを解放で
きます。データ
ベースの「書き込
み」core.min_serialized_dag_update_interval
レートを下げるに
は、この値がで指
定された値よりも
大きくなければな
りません。この
値を大きくする
と、DAG がシリ
アル化されるとき
の Web サーバー
とデータベースの
負荷が軽減されま
す。

Apache Airflow v1

エアフローバー
ジョン

エアフロー設定オ
プション

デフォルト 説明 ユースケース

v1 core.dag_ファイ
ル_プロセッサ_タ
イムアウト

50 秒 DAG
DagFileProcessorファ
イルの処理がタイ
ムアウトするまで
待つ秒数。

このオプションを
使用すると、タイ
ムアウトになるま
での時間を増や
すことでリソー
スを解放できま
す。DagFileProcessorDAG 
処理ログにタイム
アウトが発生し
て、実行可能な 
DAG が読み込ま
れない場合は、こ
の値を増やすこと
をお勧めします。

v1 core.min_serialized_day_update_interval30 データベース内
のシリアル化され
た DAG が更新さ

このオプション
を使用すると、
データベース内
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タスク

エアフローバー
ジョン

エアフロー設定オ
プション

デフォルト 説明 ユースケース

れるまでの最小秒
数。

のシリアル化さ
れた DAG が更新
されるまでの秒数
を増やすことで、
リソースを解放で
きます。DAG の
数が多い場合、ま
たは DAG が複雑
な場合は、この値
を増やすことを
お勧めします。
この値を大きく
すると、DAG が
シリアル化される
際のスケジューラ
とデータベースの
負荷が軽減されま
す。

v1 core.min_serialized_day_fetch_interval10 シリアル化され
た DAG がすでに
にロードされてい
る場合に、デー
タベースから再
取得される秒数 
DagBag。

このオプションを
使用すると、シ
リアル化された 
DAG が再フェッ
チされる秒数を
増やすことでリ
ソースを解放で
きます。データ
ベースの「書き込
み」core.min_serialized_dag_update_interval
レートを下げるに
は、この値がで指
定された値よりも
大きくなければな
りません。この
値を大きくする
と、DAG がシリ
アル化されるとき
の Web サーバー
とデータベースの
負荷が軽減されま
す。

タスク
Apache Airflow スケジューラとワーカーはどちらもキューイングタスクとデキュータスクに関与しま
す。スケジューラは、解析済みのタスクをスケジュール可能な状態から「なし」ステータスから「スケ
ジュール済み」ステータスに移行します。同じくFargateのSchedulerコンテナで実行されているExecutor
は、それらのタスクをキューに入れ、ステータスを「Queued」に設定します。ワーカーコンテナには容量
があるため、キューからタスクを取り出してステータスを「実行中」に設定します。その後、タスクの成
功または失敗に基づいて、ステータスが「成功」または「失敗」に変更されます。

Note

このセクションのパラメータのデフォルト値を変更する場合は注意が必要です。
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タスク

パラメータ
このセクションでは、エアフロータスクで使用できる設定オプションとその使用例について説明します。

Amazon MWAA がオーバーライドするデフォルトの Airflow ###################。

Apache Airflow v2

エアフローバー
ジョン

エアフロー設定オ
プション

デフォルト 説明 ユースケース

v2 コア並列処理 10000 ステータスが
「Running」のタ
スクインスタンス
の最大数。

このオプション
を使用すると、同
時に実行できるタ
スクインスタンス
の数を増やすこと
でリソースを解放
できます。指定す
る値は、使用可能
なワーカーの数に
ワーカーのタスク
密度を「掛けた」
値にする必要があ
ります。この値を
変更するのは、多
数のタスクが「実
行中」または「待
機中」の状態のま
まになっている場
合のみにすること
をおすすめしま
す。

v2 core.dag 10000 各 DAG で同時に
実行できるタスク
インスタンスの
数。

このオプションを
使用すると、同時
に実行できるタス
クインスタンスの
数を増やすこと
でリソースを解
放できます。た
とえば、100 個
の DAG に 10 
個のparallel タ
スクがあり、す
べての DAG を
同時に実行した
い場合は、使用
可能なワーカー
の数に Worker 
タスク密度を
「掛けた」値を 
DAG の数 (100 な
ど)celery.worker_concurrency
で割って、最大並
列度を計算できま
す。
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タスク

エアフローバー
ジョン

エアフロー設定オ
プション

デフォルト 説明 ユースケース

v2 core.execute_tasks_new_python_
インタープリタ

True Apache Airflow 
が親プロセスを
フォークするか、
新しい Python プ
ロセスを作成して
タスクを実行する
かを決定します。

に設定する
とTrue、Apache 
Airflow はプラグ
インに加えた変
更を、タスクを
実行するために
作成された新し
い Python プロセ
スとして認識しま
す。

v2 celery.worker_concurrency該当なし Amazon MWAA 
は、このオプショ
ンの Airflow ベー
スインストール
をオーバーライド
して、自動スケー
リングコンポーネ
ントの一部として
ワーカーをスケー
リングします。

#############
############

v2 celery.worker_autoscaleMW1.Sサイズ-5,0

MW 1. ミディア
ム-10,0

MW1.Large-20,0

ワーカーのタスク
同時実行性。

このオプショ
ンを使用する
と、minimummaximumワー
カーのタスク同
時実行数を減ら
すことでリソー
スを解放できま
す。minimummaximumで
指定する値は同
じでなければな
りません。ワー
カーは、十分な
リソースがあるか
どうかにかかわら
ず、maximum設
定された同時タス
クまで受け入れま
す。十分なリソー
スがない状態でタ
スクをスケジュー
ルすると、タスク
はすぐに失敗しま
す。リソースを大
量に消費するタス
クでは、この値を
デフォルトより小
さくしてタスクあ
たりの容量を増や
すことをお勧めし
ます。
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タスク

Apache Airflow v1

エアフローバー
ジョン

エアフロー設定オ
プション

デフォルト 説明 ユースケース

1.0.12 コア並列処理 10000 ステータスが
「Running」のタ
スクインスタンス
の最大数。

このオプション
を使用すると、同
時に実行できるタ
スクインスタンス
の数を増やすこと
でリソースを解放
できます。指定す
る値は、使用可能
なワーカーの数に
ワーカーのタスク
密度を「掛けた」
値にする必要があ
ります。この値を
変更するのは、多
数のタスクが「実
行中」または「待
機中」の状態のま
まになっている場
合のみにすること
をおすすめしま
す。

v1 core.dag 10000 各 DAG で同時に
実行できるタスク
インスタンスの
数。

このオプションを
使用すると、同時
に実行できるタス
クインスタンスの
数を増やすこと
でリソースを解
放できます。た
とえば、100 個
の DAG に 10 
個のparallel タ
スクがあり、す
べての DAG を
同時に実行した
い場合は、使用
可能なワーカー
の数に Worker 
タスク密度を
「掛けた」値を 
DAG の数 (100 な
ど)celery.worker_concurrency
で割って、最大並
列度を計算できま
す。

v1 celery.worker_concurrency- Amazon MWAA 
は、このオプショ
ンの Airflow ベー
スインストール
をオーバーライド
して、自動スケー

#############
############
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Apache Airflow の拡張

エアフローバー
ジョン

エアフロー設定オ
プション

デフォルト 説明 ユースケース

リングコンポーネ
ントの一部として
ワーカーをスケー
リングします。

v1 celery.worker_autoscale5,5 ワーカーのタスク
同時実行性。

このオプショ
ンを使用する
と、maximumワー
カーのタスク
同時実行を減ら
すことでリソー
スを解放できま
す。minimumminimummaximumで
指定する値は同
じでなければな
りません。ワー
カーは、十分な
リソースがあるか
どうかにかかわら
ず、maximum設
定された同時タス
クまで受け入れま
す。十分なリソー
スがない状態でタ
スクをスケジュー
ルすると、タスク
はすぐに失敗しま
す。リソースを大
量に消費するタス
クでは、この値を
デフォルトより小
さくしてタスクあ
たりの容量を増や
すことをお勧めし
ます。

Apache Airflow の拡張
Apache Airflow v2 以降のスマートセンサーを使用すると、小型で軽量なセンサーの複数のインスタンスを 
1 つのプロセスに統合することで、タスクスロットを空けることができます。詳細については、「スマー
トセンサー」を参照してください。

また、センサータスクを他のアクティビティ用の空きタスクスロットに分割することもできます。たとえ
ば、センサーを 600 秒のタイムアウトと 1 回の再試行に設定する代わりに、同じセンサーのタイムアウト
を 60 回と 10 回の再試行に設定できます。センサーも同じように機能しますが、スケジュールを変更する
と、タスクスロットは他のアクティビティに充てられます。
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Python の依存関係の管理

requirements.txt での Python の依存関係の管理
このページでは、Amazon Managed Managed Managed Managed Managed Workflow (MWAkflow) の依存
関係をインストールし、MWAkflow (MWAkflow) の依存関係をインストールし、MWAkflow (MWAkflow) の
依存関係をインストールし、MWAkflow (MWAkflow)requirements.txt

目次
• Amazon MWAA CLI ユーティリティを使用した DAG のテスト (p. 274)
• PyPi.org 要件ファイルフォーマットを使用した Python 依存関係のインストール (p. 274)

• オプション 1: Python Package インデックスの Python 依存関係 (p. 274)
• オプション 2: Python ホイール (.whl) (p. 276)

• Amazon S3plugins.zip バケットでファイルを使用する (p. 277)
• URL でホストされている WHL ファイルを使用する (p. 278)
• DAG から WHL ファイルを作成する (p. 278)

• オプション 3: Python の依存関係をプライベート PyPi /PEP-503 準拠リポジトリでホストす
る (p. 279)

• Amazon MWAA コンソールでログを有効にする (p. 279)
• CloudWatch ログコンソールでのログの表示 (p. 280)
• Apache エアフロー UI でのエラーの表示 (p. 281)

• Apache エアフローへのログイン (p. 64)
• requirements.txtシナリオ例 (p. 281)

Amazon MWAA CLI ユーティリティを使用した DAG 
のテスト
• コマンドラインインターフェイス (CLI) ユーティリティは、Amazon Managed Workflows for Apache 

Airflow (MWAA) 環境です。
• CLI は、Amazon MWAA プロダクションイメージと同様の Docker コンテナイメージをローカルにビル

ドします。これにより、Amazon MWAA にデプロイする前に、ローカルの Apache Airflow 環境を実行し
て DAG、カスタムプラグイン、および依存関係を開発およびテストできます。

• CLI を実行するにはaws-mwaa-local-runner、を参照してください GitHub。

PyPi.org 要件ファイルフォーマットを使用した 
Python 依存関係のインストール
次のセクションでは、 PyPi .org 要件ファイルフォーマットに従って Python の依存関係をインストールす
るさまざまな方法について説明します。

オプション 1: Python Package インデックスの Python 依存関係
次のセクションでは、requirements.txtファイルの Python Package インデックスから Python 依存関
係を指定する方法について説明します。

Apache Airflow v2

1. ローカルでテストします。requirements.txtファイルを作成する前に、ライブラリを繰り返
し追加して、パッケージとそのバージョンの適切な組み合わせを見つけてください。Amazon 
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MWAA CLI ユーティリティを実行するには、aws-mwaa-local-runnerを参照してください 
GitHub。

2. Apache エアフローパッケージの追加内容を確認してください。Amazon MWAA に Apache 
Airflow v2 用にインストールされているパッケージのリストを表示するには、 GitHub ウェブサイ
トの「Amazon MWAA ローカルランナーrequirements.txt」を参照してください。

3. 制約ステートメントを追加します。Apache Airflow v2requirements.txt 環境用のコンス
トレイントファイルをファイルの先頭に追加してください。Apache Airflow 制約ファイルに
は、Apache Airflow リリース時点で使用可能なプロバイダーのバージョンが指定されています。

Apache Airflow v2.5.1 以降では、--constraint要件ファイルにステートメントを含める必要が
あります。制約を指定しない場合、Amazon MWAA は、要件に記載されているパッケージがお客
様の環境と互換性があることを確認するために、制約を指定します。

Note

Apache Airflow v2.4.3 以降では Python バージョン 3.10 が使用されていますが、古い 
Apache Airflow バージョンでは Python バージョン 3.7 が使用されています。

次の例では、ご使用の環境のバージョン番号と、{Python-version}ご使用の環境と互換性のあ
る Python{Airflow-version} のバージョンに置き換えてください。

--constraint "https://raw.githubusercontent.com/apache/airflow/
constraints-{Airflow-version}/constraints-{Python-version}.txt"

制約ファイルによって、xyz==1.0pip3 installパッケージが環境内の他のパッケージと互換
性がないと判断された場合、互換性のないライブラリが環境にインストールされるのを防ぐこと
ができません。いずれかのパッケージのインストールが失敗した場合は、各 Apache Airflow コ
ンポーネント (スケジューラー、ワーカー、Web サーバー) のエラーログを Logs CloudWatch の
対応するログストリームで確認できます。ログタイプの詳細については、「」を参照してくださ
いthe section called “エアフローの表示” (p. 285)。

4. Apache エアフローパッケージ。パッケージエクストラとバージョン (==) を追加します。これに
より、同じ名前でバージョンが異なるパッケージが環境にインストールされるのを防ぐことがで
きます。

apache-airflow[package-extra]==2.5.1

5. Python ライブラリ。パッケージ名とバージョン (==)requirements.txt をファイルに追加しま
す。これにより、PyPi.org からのfuture 重大な更新が自動的に適用されるのを防ぐことができま
す。

library == version

Example Boto3 と psycopg2 バイナリ

この例はデモ用です。boto と psycopg2-binary ライブラリは Apache Airflow v2 のベースインス
トールに含まれており、requirements.txtファイルで指定する必要はありません。

boto3==1.17.54
boto==2.49.0
botocore==1.20.54
psycopg2-binary==2.8.6

パッケージがバージョンなしで指定されている場合、Amazon MWAA PyPiは.org からパッケージ
の最新バージョンをインストールします。このバージョンは、お使いの他のパッケージと競合す
る可能性がありますrequirements.txt。
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Apache Airflow v1

1. ローカルでテストします。requirements.txtファイルを作成する前に、ライブラリを繰り返
し追加して、パッケージとそのバージョンの適切な組み合わせを見つけてください。Amazon 
MWAA CLI ユーティリティを実行するには、aws-mwaa-local-runnerを参照してください 
GitHub。

2. Airflow パッケージの追加内容を確認してください。Apache Airflow v1.10.12 で利用できる
パッケージのリストを https://raw.githubusercontent.com/apache/airflow/constraints-1.10.12/ 
constraints-3.7.txt で確認してください。

3. 制約ファイルを追加します。Apache Airflow v1.10.12requirements.txt のコンストレイント
ファイルをファイルの先頭に追加してください。制約ファイルによって、xyz==1.0そのパッ
ケージが環境内の他のパッケージと互換性がないと判断された場合、pip3 installは互換性の
ないライブラリが環境にインストールされるのを防ぐことができません。

--constraint "https://raw.githubusercontent.com/apache/airflow/constraints-1.10.12/
constraints-3.7.txt"

4. Apache Airflow v1.10.12 パッケージ。エアフローパッケージエクストラと Apache エアフロー 
v1.10.12 バージョン (==) を追加します。これにより、同じ名前でバージョンが異なるパッケージ
が環境にインストールされるのを防ぐことができます。

apache-airflow[package]==1.10.12

Example SSH

requirements.txt次のサンプルファイルでは、Apache Airflow v1.10.12 用の SSH をインス
トールします。

apache-airflow[ssh]==1.10.12

5. Python ライブラリ。パッケージ名とバージョン (==)requirements.txt をファイルに追加しま
す。これにより、PyPi.org からのfuture 重大な更新が自動的に適用されるのを防ぐことができま
す。

library == version

Example Boto3

requirements.txt次のサンプルファイルでは、Apache Airflow v1.10.12 用の Boto3 ライブラ
リをインストールします。

boto3 == 1.17.4

パッケージがバージョンなしで指定されている場合、Amazon MWAA PyPiは.org からパッケージ
の最新バージョンをインストールします。このバージョンは、お使いの他のパッケージと競合す
る可能性がありますrequirements.txt。

オプション 2: Python ホイール (.whl)
Python ホイールは、コンパイルされたアーティファクトを含むライブラリを同梱するために設計された
パッケージ形式です。Amazon MWAA に依存関係をインストールする方法として、パッケージをホイール
化することにはいくつかの利点があります。
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• より高速なインストール — WHL ファイルは 1 つの ZIP としてコンテナにコピーされ、1 つずつダウン
ロードしなくてもローカルにインストールされます。

• 競合の減少 — パッケージのバージョン互換性を事前に判断できます。そのため、互換性のあるバージョ
ンを再帰的に作成する必要がなくなります。pip

• 耐障害性の向上 — 外部でホストされているライブラリでは、ダウンストリームの要件が変化
し、Amazon MWAA 環境のコンテナ間でバージョンの互換性がなくなる可能性があります。依存関係を
外部ソースに依存しないことで、各コンテナがいつインスタンス化されるかに関係なく、上のすべての
コンテナには同じライブラリがあります。

Python ホイールアーカイブ (.whl) から Python 依存関係をインストールするには、以下の方法をお勧め
しますrequirements.txt。

方法
• Amazon S3plugins.zip バケットでファイルを使用する (p. 277)
• URL でホストされている WHL ファイルを使用する (p. 278)
• DAG から WHL ファイルを作成する (p. 278)

Amazon S3plugins.zip バケットでファイルを使用する

Apache Airflow スケジューラー、ワーカー、ウェブサーバー (Apache Airflow v2.2.2 以降の場合) は、
起動時に、AWSお使いの環境に合わせて管理されている Fargate/usr/local/airflow/plugins/*
コンテナでカスタムプラグインを探します。このプロセスは、Amazon MWAApip3 install -r 
requirements.txt の Python 依存関係と Apache エアフローサービスの起動前に開始されます。ファイ
ルは、plugins.zip環境実行中に継続的に変更したくないファイルや、DAG を作成するユーザーにアク
セス権を付与したくないファイルに使用されます。たとえば、Python ライブラリホイールファイル、証明
書 PEM ファイル、設定 YAML ファイルなどです。

次のセクションでは、Amazon S3plugins.zip バケットのファイルにあるホイールをインストールする
方法について説明します。

1. 必要な WHL ファイルをダウンロードする Amazon MWAA ローカルランナーまたは別の Amazon 
Linux 2requirements.txt コンテナにある既存のものを使用してpip download、必要な Python 
ホイールファイルを解決してダウンロードできます。

$ pip3 download -r "$AIRFLOW_HOME/dags/requirements.txt" -d "$AIRFLOW_HOME/plugins"
$ cd "$AIRFLOW_HOME/plugins"
$ zip "$AIRFLOW_HOME/plugins.zip" *

2. でパスを指定してくださいrequirements.txt。以下に示すように、requirements.txt --find-
linksの上部にプラグインディレクトリを指定し--no-index、pipを使用して他のソースからイン
ストールしないように指示します。

--find-links /usr/local/airflow/plugins
--no-index

Example requirements.txt のホイール

次の例では、ホイールを Amazon S3plugins.zip バケットのルートにあるファイルにアップロード
したことを前提としています。例:

--find-links /usr/local/airflow/plugins
--no-index

numpy
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Amazon MWAAnumpy-1.20.1-cp37-cp37m-manylinux1_x86_64.whlplugins はホイールを
フォルダから取得し、お客様の環境にインストールします。

URL でホストされている WHL ファイルを使用する

次のセクションでは、URL でホストされたホイールのインストール方法について説明します。URL は、パ
ブリックにアクセスできるか、Amazon MWAA 環境用に指定したカスタム Amazon VPC 内からアクセス
できる必要があります。

• URL を入力してください。お使いのホイールの URL を入力してくださいrequirements.txt。

Example 公開 URL のホイールアーカイブ

次の例では、公開サイトからホイールをダウンロードします。

--find-links https://files.pythonhosted.org/packages/
--no-index

Amazon MWAA は、指定した URL からホイールを取得し、お客様の環境にインストールします。

Note

Amazon MWAA v2.2.2 以降のインストール要件では、プライベートウェブサーバーから URL 
にアクセスできません。

DAG から WHL ファイルを作成する

Apache Airflow v2.2.2 以降を使用しているプライベートウェブサーバーがあり、環境が外部リポジトリ
にアクセスできないために要件をインストールできない場合は、次の DAG を使用して既存の mAmazon 
MWAA 要件を Amazon S3 にパッケージ化できます。

from airflow import DAG
from airflow.operators.bash_operator import BashOperator
from airflow.utils.dates import days_ago

S3_BUCKET = 'my-s3-bucket'
S3_KEY = 'backup/plugins_whl.zip'  

with DAG(dag_id="create_whl_file", schedule_interval=None, catchup=False, 
 start_date=days_ago(1)) as dag: 
    cli_command = BashOperator( 
        task_id="bash_command", 
        bash_command=f"mkdir /tmp/whls;pip3 download -r /usr/local/airflow/requirements/
requirements.txt -d /tmp/whls;zip -j /tmp/plugins.zip /tmp/whls/*;aws s3 cp /tmp/
plugins.zip s3://{S3_BUCKET}/{S3_KEY}" 
    )

DAG を実行したら、この新しいファイルを Amazon MWAAplugins.zip として使用します。オプショ
ンで、他のプラグインと一緒にパッケージ化することもできます。次に、requirements.txt先頭に「」
を付けたり--find-links /usr/local/airflow/plugins、--no-index--constraint追加せずに
更新したりします。

この方法では、同じライブラリをオフラインで使用できます。
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オプション 3: Python の依存関係をプライベート PyPi /PEP-503 
準拠リポジトリでホストする
次のセクションでは、認証付きのプライベート URL でホストされている Apache Airflow extra をインス
トールする方法について説明します。

1. ユーザー名とパスワードを Apache Airflow 設定オプションとして追加します (p. 97)。例:

• foo.user : YOUR_USER_NAME
• foo.pass : YOUR_PASSWORD

2. requirements.txtファイルを作成します。次の例のプレースホルダーをプライベート URL 
と、Apache Airflow 設定オプションとして追加したユーザー名とパスワードに置き換えてくださ
い (p. 97)。例:

--index-url https://${AIRFLOW__FOO__USER}:${AIRFLOW__FOO__PASS}@my.privatepypi.com

3. requirements.txtその他のライブラリをファイルに追加します。例:

--index-url https://${AIRFLOW__FOO__USER}:${AIRFLOW__FOO__PASS}@my.privatepypi.com
my-private-package==1.2.3

Amazon MWAA コンソールでログを有効にする
Amazon MWAA 環境の実行ロールには (p. 48)、 CloudWatch ログをログに送信する権限が必要です。実行
ロールの権限を更新するには、を参照してくださいAmazon MWAA 実行ロール (p. 48)。

Apache エアフローログはINFO、、WARNINGERROR、CRITICALまたはレベルで有効にできま
す。ログレベルを選択すると、Amazon MWAA はそのレベルとそれ以上の重要度のすべてのロ
グを送信します。たとえば、INFOログをそのレベルで有効にすると、Amazon MWAAINFO はロ
グWARNING、、ERROR、CRITICALおよびログレベルを CloudWatch Logs に送信します。INFOスケ
ジューラーが受信したログを表示できるレベルで Apache Airflow ログを有効にすることをお勧めしま
すrequirements.txt。
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CloudWatch ログコンソールでのログの表示
スケジューラーの Apache Airflow ログを表示して、ワークフローをスケジュールし、dagsフォルダーを
解析できます。以下の手順では、Amazon MWAA コンソールでスケジューラーのロググループを開き、ロ
グコンソールで Apache Airflow ログを表示する方法について説明します。 CloudWatch

のログを表示するにはrequirements.txt

1. Amazon MWAA コンソールで [環境] ページを開きます。
2. 環境を選択してください。
3. 監視ペインで Airflow スケジューラロググループを選択します。
4. [requirements_install_ipログストリーム] でログインを選択します。
5. 環境にインストールされたパッケージのリストがにあるはずです/usr/local/airflow/.local/

bin。例:

Collecting appdirs==1.4.4 (from -r /usr/local/airflow/.local/bin (line 1))
Downloading https://files.pythonhosted.org/
packages/3b/00/2344469e2084fb28kjdsfiuyweb47389789vxbmnbjhsdgf5463acd6cf5e3db69324/
appdirs-1.4.4-py2.py3-none-any.whl   
Collecting astroid==2.4.2 (from -r /usr/local/airflow/.local/bin (line 2))

6. パッケージのリストを確認し、インストール中にエラーが発生したパッケージがないかどうかを確認
してください。問題が発生すると、次のようなエラーが記録されることがあります。

2021-03-05T14:34:42.731-07:00
No matching distribution found for LibraryName==1.0.0 (from -r /usr/local/
airflow/.local/bin (line 4))
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No matching distribution found for LibraryName==1.0.0 (from -r /usr/local/
airflow/.local/bin (line 4))

Apache エアフロー UI でのエラーの表示
また、Apache Airflow UI をチェックして、エラーが別の問題に関連しているかどうかを確認することもで
きます。Amazon MWAA の Apache エアフローで発生する可能性のある最も一般的なエラーは次のとおり
です。

Broken DAG: No module named x

Apache Airflow UI にこのエラーが表示される場合は、requirements.txtファイルに必要な依存関係が
抜けている可能性があります。

Apache エアフローへのログイン
Apache Airflow UI を表示するには、AWS Identity and Access Management (IAM)Apache Airflow UI アクセ
スポリシー:AmazonMWAAWebServerAccess (p. 41)AWS のアカウントの権限が必要です。

Apache Airflow UI にアクセスするには

1. Amazon MWAA コンソールで [環境] ページを開きます。
2. 環境を選択してください。
3. 「エアフロー UI を開く」を選択します。

requirements.txtシナリオ例
さまざまなフォーマットを組み合わせることができますrequirements.txt. 次の例では、さまざまな方
法を組み合わせてエクストラをインストールしています。

Example PyPi.org のエクストラとパブリック URL

PyPi.org からパッケージを指定する場合や、PEP 503 準拠のカスタム URL などのパブリック URL 上の
パッケージを指定する場合は、--index-urlこのオプションを使用する必要があります。

aws-batch == 0.6
phoenix-letter >= 0.3 
     
--index-url http://dist.repoze.org/zope2/2.10/simple 
    zopelib
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概要

Amazon Managed Workflows for 
Apache Airflow (MWAA)

モニタリングは、Amazon Managed Workflows for Apache Airflow (MWAA)AWS およびソリューションの
信頼性、可用性、パフォーマンスを維持する上で重要な部分です。マルチポイント障害が発生した場合
は、その障害をより簡単にデバッグできるように、AWSソリューションのすべての部分からモニタリング
データを収集することをお勧めします。このトピックでは、Amazon MWAA 環境をモニタリングし、AWS
潜在的なイベントに対応するために提供されているリソースについて説明します。

Note

Apache Airflow のメトリクスとロギングには、Amazon CloudWatch の標準価格が適用されます。

Apache Airflow のモニタリングの詳細については、Apache Airflow ドキュメンテーションウェブサイトの
「ロギングとモニタリング」を参照してください。

[Sections] (セクション)
• Amazon MWAA でのモニタリングの概要 (p. 282)
• の監査ログの表示AWS CloudTrail (p. 283)
• Amazon でのエアフローログの表示 CloudWatch (p. 285)
• Amazon MWAA のモニタリングダッシュボードとアラーム (p. 287)
• の Apache エアフロー v2 環境メトリクス CloudWatch (p. 292)
• の Apache エアフロー v1 環境メトリクス CloudWatch (p. 299)
• Amazon MWAA のコンテナ、キュー、およびデータベースメトリックス (p. 304)

Amazon MWAA でのモニタリングの概要
このページでは、Amazon Managed Workflows for Apache Airflow (MWAA)AWS 環境をモニタリングする
ために使用されるサービスについて説明します。

目次
• CloudWatch アマゾンの概要 (p. 282)
• AWS CloudTrail の概要 (p. 282)

CloudWatch アマゾンの概要
CloudWatch AWSサービス用のメトリックリポジトリで、サービスによって公開されたメトリックとディ
メンションに基づいて統計を取得できます。これらのメトリックスを使用してアラームを設定したり、統
計を計算したり、Amazon  CloudWatch コンソールで環境の状態を評価するのに役立つダッシュボードに
データを表示したりできます。

Apache Airflow 用の Amazon マネージドワークフロー (MWAA) 環境の Amazon マネージドワークフロー 
(MWAA) 環境の StatsD メトリクスは Amazon CloudWatch に送信するようにすでに設定されています。

詳細については、「Amazon とは CloudWatch?」を参照してください。 。

AWS CloudTrail の概要
CloudTrail は、Amazon MWAA 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
を記録する監査サービスです。収集された情報を使用して CloudTrail、Amazon MWAWAK に対するリク
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監査ログの表示

エスト、リクエストを行った人、リクエスト日時などの詳細を調べて、Amazon MWAWAWAK 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。

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

の監査ログの表示AWS CloudTrail
AWS CloudTrailアカウントを作成すると、AWSアカウントで有効になります。 CloudTrail CloudTrail イ
ベントとして記録される、IAMAWS エンティティまたはサービス (Apache Airflow 用 Amazon マネー
ジドワークフロー (MWAA) などのサービスが実行したアクティビティを記録します。 CloudTrail コン
ソールで過去 90 日間のイベント履歴を表示、検索、およびダウンロードできます。 CloudTrail Amazon 
MWAA コンソールのすべてのイベントと Amazon MWAA API へのすべての呼び出しをキャプチャしま
す。、GetEnvironmentPublishMetricsなどの読み取り専用アクションやアクションはキャプチャさ
れません。このページでは、Amazon MWAA CloudTrail のイベントを監視する方法について説明します。

目次
• で証跡を作成する CloudTrail (p. 283)
• Event History CloudTrail でのイベントの表示 (p. 283)
• のトレイルの例CreateEnvironment (p. 283)
• 次のステップ (p. 284)

で証跡を作成する CloudTrail
Amazon MWAA のイベントなど、AWSアカウントのイベントの継続的な記録を表示するには、証跡を作成
する必要があります。追跡により CloudTrail 、Amazon S3 バケットにログファイルを配信できます。証跡
を作成しない場合でも、 CloudTrail コンソールで利用可能なイベント履歴を表示できます。たとえば、収
集された情報を使用して CloudTrail、Amazon MWAWAK に対するリクエスト、リクエストを行った人、
リクエスト日時などの詳細を調べて、Amazon MWAWAWAK 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。詳細については、「AWSアカウントのトレイルの作成」を参照してください。

Event History CloudTrail でのイベントの表示
CloudTrail コンソールで過去 90 日間の運用およびセキュリティインシデントのトラブルシューティングを
行うには、[イベント履歴] を表示します。たとえば、AWSアカウント内のリソース (IAMAWS ユーザーや
その他のリソースなど) の作成、変更、または削除に関連するイベントをリージョンごとに表示すること
ができます。詳細については、「 CloudTrail イベント履歴によるイベントの表示」を参照してください。

1. CloudTrail コンソールを開きます。
2. [イベント履歴] を選択します。
3. 表示するイベントを選択し、[イベントの詳細を比較] を選択します。

のトレイルの例CreateEnvironment
[トレイル] は、指定した Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにイベントをログファイルとして
配信するように構成できます。

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。イベントは任意の出典からの 1 つの
リクエストを表し、アクションの日時、リクエストのパラメータなど、リクエストされたアクションに関
する情報が含まれます。 CloudTrail ログファイルは、公開 API コールの順序付けられたスタックトレース
ではなく、特定の順序では表示されません。次の例は、CreateEnvironmentアクセス許可がないために
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次のステップ

拒否されたアクションのログエントリを示しています。AirflowConfigurationOptions内の値はプラ
イバシー保護のため編集されています。

{ 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "type": "AssumedRole", 
        "principalId": "00123456ABC7DEF8HIJK", 
        "arn": "arn:aws:sts::012345678901:assumed-role/root/myuser", 
        "accountId": "012345678901", 
        "accessKeyId": "", 
        "sessionContext": { 
            "sessionIssuer": { 
                "type": "Role", 
                "principalId": "00123456ABC7DEF8HIJK", 
                "arn": "arn:aws:iam::012345678901:role/user", 
                "accountId": "012345678901", 
                "userName": "user" 
            }, 
            "webIdFederationData": {}, 
            "attributes": { 
                "mfaAuthenticated": "false", 
                "creationDate": "2020-10-07T15:51:52Z" 
            } 
        } 
    }, 
    "eventTime": "2020-10-07T15:52:58Z", 
    "eventSource": "airflow.amazonaws.com", 
    "eventName": "CreateEnvironment", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "205.251.233.178", 
    "userAgent": "PostmanRuntime/7.26.5", 
    "errorCode": "AccessDenied", 
    "requestParameters": { 
        "SourceBucketArn": "arn:aws:s3:::my-bucket", 
        "ExecutionRoleArn": "arn:aws:iam::012345678901:role/AirflowTaskRole", 
        "AirflowConfigurationOptions": "***", 
        "DagS3Path": "sample_dag.py", 
        "NetworkConfiguration": { 
            "SecurityGroupIds": [ 
                "sg-01234567890123456" 
            ], 
            "SubnetIds": [ 
                "subnet-01234567890123456", 
                "subnet-65432112345665431" 
            ] 
        }, 
        "Name": "test-cloudtrail" 
    }, 
    "responseElements": { 
        "message": "Access denied." 
    }, 
    "requestID": "RequestID", 
    "eventID": "EventID", 
    "readOnly": false, 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "recipientAccountId": "012345678901"
}

次のステップ
• AWS CloudTrail ログで収集されたイベントデータ用に他のサービスを設定する方法については、

「CloudTrail サポート対象のサービスと統合」を参照してください。
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エアフローの表示

• Amazon S3 CloudTrail バケットに新しいログファイルを公開したときに通知を受ける方法については、
「の Amazon SNS 通知の設定」を参照してください CloudTrail。

Amazon でのエアフローログの表示 CloudWatch
Amazon MWAA は Apache エアフローログをアマゾンに送信できます CloudWatch。複数の環境のログを 
1 か所から表示できるため、サードパーティのツールを追加しなくても、Apache Airflow のタスク遅延や
ワークフローエラーを簡単に特定できます。Apache Airflow DAG の処理、タスク、ウェブサーバー、ワー
カーのログインを確認するには、Apache Airflow 用 Amazon マネージドワークフロー (MWAA) コンソール
で Apache Airflow ログを有効にする必要があります CloudWatch。

目次
• 料金 (p. 285)
• 開始する前に (p. 285)
• ログタイプ (p. 285)
• Apache エアフローログを有効にする (p. 286)
• Apache エアフローログの表示 (p. 286)
• スケジューの例 (p. 286)
• 次のステップ (p. 287)

料金
• CloudWatch 標準のログ料金が適用されます。詳細については、「CloudWatch 料金表」を参照してくだ

さい。

開始する前に
• ログインを閲覧できるロールが必要です CloudWatch。詳細については、「Amazon MWAA 環境へのア

クセス (p. 35)」を参照してください。

ログタイプ
Amazon MWAA は、有効化した Airflow ロギングオプションごとにロググループを作成し、 CloudWatch 
そのログを環境に関連付けられたロググループにプッシュします。ロググループは以下の形式で命
名されます:YourEnvironmentName-LogType. たとえば、環境名を指定するとAirflow-v202-
Public、Apache Airflow タスクログがに送信されますAirflow-v202-Public-Task。

ログタイプ 説明

YourEnvironmentName-DAGProcessing DAG プロセッサマネージャー (DAG ファイルを処
理するスケジューラーの部分) のログ。

YourEnvironmentName-Scheduler Airflow スケジューラーが生成するログ。

YourEnvironmentName-Task DAG が生成するタスクログです。

YourEnvironmentName-WebServer Airflow ウェブインターフェイスが生成するログ。
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Apache エアフローログを有効にする

ログタイプ 説明

YourEnvironmentName-Worker ワークフローと DAG 実行の一部として生成された
ログ。

Apache エアフローログを有効にする
Apache エアフローログはINFO、、WARNINGERROR、CRITICALまたはレベルで有効にできま
す。ログレベルを選択すると、Amazon MWAA はそのレベルとそれ以上の重要度のすべてのロ
グを送信します。たとえば、INFOログをそのレベルで有効にすると、Amazon MWAAINFO はロ
グWARNING、、ERROR、CRITICALおよびログレベルを CloudWatch Logs に送信します。

1. Amazon MWAA コンソールで [環境] ページを開きます。
2. 環境を選択してください。
3. [編集] を選択します。
4. [Next] (次へ) を選択します。
5. 次のログオプションうち 1 つ以上を選択します。

a. 監視ペインで Airflow スケジューラロググループを選択します。
b. 監視ペインで Airflow Web サーバーのロググループを選択します。
c. 監視ペインで Airflow ワーカーロググループを選択します。
d. モニタリングペインで Airflow DAG 処理ロググループを選択します。
e. 監視ペインで Airflow タスクロググループを選択します。
f. [ログレベル] でログレベルを選択します。

6. [Next] (次へ) を選択します。
7. [Save] (保存) を選択します。

Apache エアフローログの表示
次のセクションでは、 CloudWatch コンソールで Apache Airflow ログを表示する方法について説明しま
す。

1. Amazon MWAA コンソールで [環境] ページを開きます。
2. 環境を選択してください。
3. 監視ペインでロググループを選択します。
4. [ログストリーム] でログを選択します。

スケジューの例
スケジューラーの Apache Airflow ログを表示して、ワークフローをスケジュールし、dagsフォルダーを
解析できます。以下の手順では、Amazon MWAA コンソールでスケジューラーのロググループを開き、ロ
グコンソールで Apache Airflow ログを表示する方法について説明します。 CloudWatch

のログを表示するにはrequirements.txt

1. Amazon MWAA コンソールで [環境] ページを開きます。
2. 環境を選択してください。
3. 監視ペインで Airflow スケジューラロググループを選択します。
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次のステップ

4. [requirements_install_ipログストリーム] でログインを選択します。
5. 環境にインストールされたパッケージのリストがにあるはずです/usr/local/airflow/.local/

bin。例:

Collecting appdirs==1.4.4 (from -r /usr/local/airflow/.local/bin (line 1))
Downloading https://files.pythonhosted.org/
packages/3b/00/2344469e2084fb28kjdsfiuyweb47389789vxbmnbjhsdgf5463acd6cf5e3db69324/
appdirs-1.4.4-py2.py3-none-any.whl   
Collecting astroid==2.4.2 (from -r /usr/local/airflow/.local/bin (line 2))

6. パッケージのリストを確認し、インストール中にエラーが発生したパッケージがないかどうかを確認
してください。問題が発生すると、次のようなエラーが記録されることがあります。

2021-03-05T14:34:42.731-07:00
No matching distribution found for LibraryName==1.0.0 (from -r /usr/local/
airflow/.local/bin (line 4))
No matching distribution found for LibraryName==1.0.0 (from -r /usr/local/
airflow/.local/bin (line 4))

次のステップ
• アラームの設定方法については、「 CloudWatch アラームの使用AWS CloudTrail」を参照してくださ

い。
• ダッシュボードの作成方法については、「 CloudWatch ダッシュボードの使用」 CloudWatch をご参照

ください。

Amazon MWAA のモニタリングダッシュボードと
アラーム

Amazon CloudWatch でカスタムダッシュボードを作成し、特定のメトリクスのアラームを追加し
て、Amazon マネージドワークフロー for Apache Airflow (MWAA) 環境のヘルスステータスを監視できま
す。ダッシュボードでは、ALARMアラームは状態になると赤に変わるため、Amazon MWAA 環境の状態を
事前にモニタリングしやすくなります。

Apache Airflow は、DAG プロセスの数、DAG バッグのサイズ、現在実行中のタスク、タスクの失敗、成
功など、さまざまなプロセスのメトリックを公開します。環境を作成すると、Airflow は Amazon MWAA 
環境のメトリックスをに自動的に送信するように設定されます CloudWatch。このページでは、Amazon 
MWAA 環境の Airflow CloudWatch メトリックスのヘルスステータスダッシュボードを作成する方法につ
いて説明します。

目次
• メトリクス (p. 288)
• アラーム状態の概要 (p. 288)
• カスタムダッシュボードとアラームの例 (p. 288)

• これらの指標について (p. 288)
• ダッシュボードについて (p. 288)
• AWSチュートリアルの使用 (p. 289)
• AWS CloudFormation を使用する (p. 289)

• 指標とダッシュボードの削除 (p. 292)
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メトリクス

• 次のステップ (p. 292)

メトリクス
お使いの Apache Airflow バージョンで使用可能な任意のメトリックスについて、カスタムダッシュボード
とアラームを作成できます。各メトリクスは、Airflow 重要業績評価指標 (KPI) に対応しています。メトリ
クスのリストを表示するには、以下を参照してください。

• の Apache エアフロー v2 環境メトリクス CloudWatch (p. 292)
• の Apache エアフロー v1 環境メトリクス CloudWatch (p. 299)

アラーム状態の概要
メトリクスアラームには次の状態があります。

• OK — メトリクスや式は、定義したしきい値を下回っている。
• ALARM — メトリクスや式は、定義したしきい値を超えています。
• INSUFFICIENT_DATA — アラームが開始直後であるか、メトリクスが利用できないか、メトリクス用の

データが不足しているため、アラームの状態を判定できません。

カスタムダッシュボードとアラームの例
Amazon MWAA 環境の選択したメトリックスのグラフを表示するカスタムモニタリングダッシュボードを
構築できます。

これらの指標について
次のリストでは、このセクションのチュートリアルとテンプレートの定義によってカスタムダッシュボー
ドで作成された各メトリックについて説明します。

• QueuedTasks-キューに入っているタスクの数。executor.queued_tasksエアフローメトリックに対
応します。

• TasksPending-エグゼキューターで保留中のタスクの数。scheduler.tasks.pendingエアフローメト
リックに対応します。

Note

Apache エアフロー v2.2 以降には適用されません。
• RunningTasks-エグゼキューターで実行されているタスクの数。executor.running_tasksエアフ

ローメトリックに対応します。
• SchedulerHeartbeat-Airflow がスケジューラジョブで実行するチェックインの

数。scheduler_heartbeatエアフローメトリックに対応します。
• TotalParseTime-すべての DAG ファイルを 1 回スキャンしてインポートするのにかかる秒

数。dag_processing.total_parse_timeエアフローメトリックに対応します。

ダッシュボードについて
以下の画像は、このセクションのチュートリアルとテンプレート定義によって作成された監視ダッシュ
ボードを示しています。
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カスタムダッシュボードとアラームの例

AWSチュートリアルの使用
AWS次のチュートリアルを使用すると、現在デプロイされている Amazon MWAA 環境のヘルスステータ
スダッシュボードを自動的に作成できます。また、すべての Amazon MWAA 環境で、 CloudWatch 異常な
作業者やスケジューラーのハートビート障害に関するアラームも生成されます。

• CloudWatch Amazon MWAA のダッシュボードオートメーション

AWS CloudFormation を使用する
AWS CloudFormationこのセクションのテンプレート定義を使用してで監視ダッシュボードを作成し 
CloudWatch、 CloudWatch コンソールにアラームを追加して、指標が特定のしきい値を超えたときに
通知を受け取ることができます。このテンプレート定義を使用してスタックを作成するには、「AWS 
CloudFormationコンソールでのスタックの作成」を参照してください。ダッシュボードにアラームを追加
するには、「アラームの使用」を参照してください。

AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"
Description: Creates MWAA Cloudwatch Dashboard
Parameters: 
  DashboardName: 
    Description: Enter the name of the CloudWatch Dashboard 
    Type: String 
  EnvironmentName: 
    Description: Enter the name of the MWAA Environment 
    Type: String     
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カスタムダッシュボードとアラームの例

Resources: 
  BasicDashboard: 
    Type: AWS::CloudWatch::Dashboard 
    Properties: 
      DashboardName: !Ref DashboardName 
      DashboardBody: 
        Fn::Sub: '{ 
              "widgets": [ 
                  { 
                      "type": "metric", 
                      "x": 0, 
                      "y": 0, 
                      "width": 12, 
                      "height": 6, 
                      "properties": { 
                          "view": "timeSeries", 
                          "stacked": true, 
                          "metrics": [ 
                              [ 
                                  "AmazonMWAA", 
                                  "QueuedTasks", 
                                  "Function", 
                                  "Executor", 
                                  "Environment", 
                                  "${EnvironmentName}" 
                              ] 
                          ], 
                          "region": "${AWS::Region}", 
                          "title": "QueuedTasks ${EnvironmentName}", 
                          "period": 300 
                      } 
                  }, 
                  { 
                      "type": "metric", 
                      "x": 0, 
                      "y": 6, 
                      "width": 12, 
                      "height": 6, 
                      "properties": { 
                          "view": "timeSeries", 
                          "stacked": true, 
                          "metrics": [ 
                              [ 
                                  "AmazonMWAA", 
                                  "RunningTasks", 
                                  "Function", 
                                  "Executor", 
                                  "Environment", 
                                  "${EnvironmentName}" 
                              ] 
                          ], 
                          "region": "${AWS::Region}", 
                          "title": "RunningTasks ${EnvironmentName}", 
                          "period": 300 
                      } 
                  }, 
                  { 
                      "type": "metric", 
                      "x": 12, 
                      "y": 6, 
                      "width": 12, 
                      "height": 6, 
                      "properties": { 
                          "view": "timeSeries", 
                          "stacked": true, 
                          "metrics": [ 
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                              [ 
                                  "AmazonMWAA", 
                                  "SchedulerHeartbeat", 
                                  "Function", 
                                  "Scheduler", 
                                  "Environment", 
                                  "${EnvironmentName}" 
                              ] 
                          ], 
                          "region": "${AWS::Region}", 
                          "title": "SchedulerHeartbeat ${EnvironmentName}", 
                          "period": 300 
                      } 
                  }, 
                  { 
                      "type": "metric", 
                      "x": 12, 
                      "y": 0, 
                      "width": 12, 
                      "height": 6, 
                      "properties": { 
                          "view": "timeSeries", 
                          "stacked": true, 
                          "metrics": [ 
                              [ 
                                  "AmazonMWAA", 
                                  "TasksPending", 
                                  "Function", 
                                  "Scheduler", 
                                  "Environment", 
                                  "${EnvironmentName}" 
                              ] 
                          ], 
                          "region": "${AWS::Region}", 
                          "title": "TasksPending ${EnvironmentName}", 
                          "period": 300 
                      } 
                  }, 
                  { 
                      "type": "metric", 
                      "x": 0, 
                      "y": 12, 
                      "width": 24, 
                      "height": 6, 
                      "properties": { 
                          "view": "timeSeries", 
                          "stacked": true, 
                          "region": "${AWS::Region}", 
                          "metrics": [ 
                              [ 
                                  "AmazonMWAA", 
                                  "TotalParseTime", 
                                  "Function", 
                                  "DAG Processing", 
                                  "Environment", 
                                  "${EnvironmentName}" 
                              ] 
                          ], 
                          "title": "TotalParseTime  ${EnvironmentName}", 
                          "period": 300 
                      } 
                  } 
              ] 
          }'
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指標とダッシュボードの削除
Amazon MWAA 環境を削除すると、対応するダッシュボードも削除されます。 CloudWatch 指標は 15 か
月間保存され、削除することはできません。 CloudWatch コンソールでは、Amazon MWAA 環境の最新の
インスタンスが表示されるように、メトリクスの検索はメトリックスが最後に取り込まれてから 2 週間に
制限されます。詳細については、「Amazon CloudWatch TA」を参照してください。

次のステップ
• 環境の Amazon Aurora PostgreSQL メタデータデータベースにクエリを実行し、 CloudWatch カスタム

メトリックスをに公開する DAG を作成する方法について説明しますDAG を使用してカスタムメトリク
スを書き込む CloudWatch (p. 197)。

の Apache エアフロー v2 環境メトリクス 
CloudWatch

Apache Airflow v2 は、Apache Airflow (MWAA) 環境の Amazon マネージドワークフローの StatsD メト
リクスを収集して Amazon CloudWatch に送信するようにすでに設定されています。Apache Airflow が送
信するメトリクスの全リストは、『Apache Airflow リファレンスガイド』の「メトリクス」ページにあり
ます。このページでは、で使用できる Apache Airflow メトリクス CloudWatch、 CloudWatch およびコン
ソールでメトリクスにアクセスする方法について説明します。

目次
• 規約 (p. 292)
• ディメンション (p. 293)
• CloudWatch コンソールでメトリクスにアクセスする (p. 293)
• Apache のエアフローメトリックスは以下の言語でご利用いただけます CloudWatch (p. 294)

• Apache Airflow カウンター (p. 294)
• アパッチエアフローゲージ (p. 296)
• Apache エアフロータイマー (p. 298)

• 報告する指標の選択 (p. 299)
• 次のステップ (p. 299)

規約
名前空間

名前空間は、 CloudWatch AWSサービスのメトリックを格納するコンテナです。Amazon MWAA の場
合、ネームスペースは Amazon MWAA です。

CloudWatch 指標

CloudWatch メトリクスは、に固有の時系列のデータポイントのセットを表します CloudWatch。
Apache エアフローメトリクス

Apache エアフローに固有のメトリクス。
ディメンション

ディメンションは、メトリクスのアイデンティティの一部である名前と値のペアです。
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ディメンション

単位

統計には、測定単位があります。Amazon MWAA の単位には、カウント、秒、ミリ秒が含まれま
す。Amazon MWAA の場合、単位は元の Airflow メトリクスの単位に基づいて設定されます。

ディメンション
このセクションでは、の Apache Airflow CloudWatch メトリクスのディメンショングループについて説明
します CloudWatch。

ディメンション 説明

ダグ 特定の Apache エアフロー 
DAG 名を示します。

DAG ファイル名 特定の Apache エアフロー 
DAG ファイル名を示しま
す。

関数 このディメンションは、
指標のグループ化を改善
するために使用されます 
CloudWatch。

Job スケジューラーによって実
行される Apache エアフロ
Job を示します。常にJob
価値がある

演算子 特定の Apache エアフロー
オペレータを示します。

プール 特定の Apache エアフロー
ワーカープールを示しま
す。

タスク 特定の Apache エアフロー
タスクを示します。

CloudWatch コンソールでメトリクスにアクセスする
このセクションでは、特定の DAG CloudWatch のパフォーマンスメトリックにアクセスする方法について
説明します。

ディメンションのパフォーマンスメトリクスを表示するには

1. CloudWatch コンソールで「Metrics」ページを開きます。
2. AWS地域セレクターを使用して地域を選択します。
3. Amazon MWAA ネームスペースを選択してください。
4. 「すべての指標」タブで、ディメンションを選択します。たとえば、DAG、環境などです。
5. CloudWatch ディメンションの指標を選択してください。たとえば、TaskInstanceSuccessesまた

はTaskInstanceDuration。[すべての検索結果をグラフ化] を選択します。
6. 「グラフ化されたメトリクス」タブを選択すると、DAG、環境、タスクなどの Apache Airflow メトリ

クスのパフォーマンス統計が表示されます。
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Apache のエアフローメトリックスは以下
の言語でご利用いただけます CloudWatch

Apache のエアフローメトリックスは以下の言語でご
利用いただけます CloudWatch
このセクションでは、に送信される Apache Airflow のメトリクスとディメンションについて説明します 
CloudWatch。

Apache Airflow カウンター
このセクションの Apache エアフローメトリックには、Apache エアフローカウンタに関するデータが含
まれています。

CloudWatch メトリック Apache エアフ
ローメトリック

単位 ディメンション

SLAミス

Note

Apache エアフロー 
v2.4.3 以降で使用できま
す。

sla_missed Count (カウン
ト)

機能、スケ
ジューラ

SLA コールバック失敗

Note

Apache エアフロー 
v2.4.3 以降で使用できま
す。

sla_コールバッ
ク_通知_失敗

Count (カウン
ト)

機能、スケ
ジューラ

FailedCeleryTaskExecution

Note

Apache エアフロー 
v2.4.3 以降で使用できま
す。

セレリー、実
行、コマンド、
失敗

Count (カウン
ト)

ファンクショ
ン、セロリ

CriticalSectionBusy スケジュー
ラー. クリティ
カル・セクショ
ン・ビジー

Count (カウン
ト)

機能、スケ
ジューラ

DagBagSize ダグバッグ_サ
イズ

Count (カウン
ト)

関数、DAG 処
理

DagCallbackExceptions dag.callback_exceptionsCount (カウン
ト)

DAG、すべて

SLA の失敗EmailAttempts sla_Eメール_通
知_失敗

Count (カウン
ト)

機能、スケ
ジューラ

TaskInstanceFinished タイフィニッ
シュ。 {日付}。 
{タスク_ID}。 
{州}

Count (カウン
ト)

DAG、{day_id}

タスク、{タス
クID}

州、{州}
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Apache のエアフローメトリックスは以下
の言語でご利用いただけます CloudWatch

CloudWatch メトリック Apache エアフ
ローメトリック

単位 ディメンション

JobEnd {ジョブ名} _終
了

Count (カウン
ト)

Job、{ジョブ
名}

JobHeartbeatFailure {ジョブ名} _
ハートビート_
失敗

Count (カウン
ト)

Job、{ジョブ
名}

JobStart {ジョブ名} _開
始

Count (カウン
ト)

Job、{ジョブ
名}

ManagerStalls dag_process.manager_stallsCount (カウン
ト)

関数、DAG 処
理

OperatorFailures オペレーター
_失敗_ {オペ
レーター_名}

Count (カウン
ト)

オペレーター、
{オペレーター
名}

OperatorSuccesses オペレーター成
功_ {オペレー
ター名}

Count (カウン
ト)

オペレーター、
{オペレーター
名}

プロセス DAG _プロセッ
シング. プロセ
ス

Count (カウン
ト)

関数、DAG 処
理

SchedulerHeartbeat スケジューラー
_ハートビート

Count (カウン
ト)

機能、スケ
ジューラ

StartedTaskInstances 開始。 {日付}。 
{タスクID}

Count (カウン
ト)

DAG、すべて

タスク、すべて

TasksKilledExternally スケジュー
ラー、タスク、
強制終了

Count (カウン
ト)

機能、スケ
ジューラ

TaskTimeoutError celery.task_timeout_errorCount (カウン
ト)

ファンクショ
ン、セロリ

TaskInstanceCreatedUsingOperatorタスクインス
タンスが作成さ
れました-{オペ
レータ名}

Count (カウン
ト)

オペレーター、
{オペレーター
名}

TaskInstancePreviouslySucceeded 以前_成功しま
した

Count (カウン
ト)

DAG、すべて

タスク、すべて

TaskInstanceFailures ti_failures Count (カウン
ト)

DAG、すべて

タスク、すべて

TaskInstanceSuccesses success Count (カウン
ト)

DAG、すべて

タスク、すべて
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Apache のエアフローメトリックスは以下
の言語でご利用いただけます CloudWatch

CloudWatch メトリック Apache エアフ
ローメトリック

単位 ディメンション

TaskRemovedFromDAG タスクは DAG 
から削除されま
した。 {day_id}

Count (カウン
ト)

DAG、{day_id}

TaskRestoredToDAG タスクを現在に
復元。 {day_id}

Count (カウン
ト)

DAG、{day_id}

ZombiesKilled Zombies_killed Count (カウン
ト)

DAG、すべて

タスク、すべて

アパッチエアフローゲージ
このセクションの Apache エアフローメトリックには、Apache エアフローゲージに関するデータが含ま
れています。

CloudWatch メト
リック

Apache エアフ
ローメトリック

単位 ディメンション

DAGFileRefreshErrordag_file_refresh_errorCount (カウント) 関数、DAG 処理

ImportErrors DAG _プロセッシ
ング.インポート_
エラー

Count (カウント) 関数、DAG 処理

ExceptionFailures スマート_センサー
_オペレーター. 例
外_障害

Count (カウント) 機能、スマートセ
ンサーオペレー
ター

ExecutedTasks スマート_センサー
_オペレーター. 実
行_タスク

Count (カウント) 機能、スマートセ
ンサーオペレー
ター

InfraFailures スマート_センサー
_オペレーター. イ
ンフラ_障害

Count (カウント) 機能、スマートセ
ンサーオペレー
ター

LoadedTasks スマートセンサー
オペレーター. ロー
ド済みタスク

Count (カウント) 機能、スマートセ
ンサーオペレー
ター

TotalParseTime 日次処理. 合計解析
時間

[Seconds] (秒) 関数、DAG 処理

DAGFileProcessingLastRunSecondsAgo1 日前処理最終
実行秒前。 {dag_
ファイル名}

[Seconds] (秒) DAG ファイル名、
{dag_ファイル名}

OpenSlots executor.open_slots Count (カウント) 関数、エグゼ
キューター

OrphanedTasksAdoptedスケジューラー、
孤立したタスク、
採用

Count (カウント) 機能、スケジュー
ラ
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の言語でご利用いただけます CloudWatch

CloudWatch メト
リック

Apache エアフ
ローメトリック

単位 ディメンション

OrphanedTasksClearedスケジューラ.孤立
した_タスク.クリ
ア

Count (カウント) 機能、スケジュー
ラ

PokedExceptions スマートセン
サーオペレー
ター.poked_exception

Count (カウント) 機能、スマートセ
ンサーオペレー
ター

PokedSuccess スマートセン
サーオペレー
ター.poked_success

Count (カウント) 機能、スマートセ
ンサーオペレー
ター

PokedTasks スマートセン
サーオペレー
ター.poked_tasks

Count (カウント) 機能、スマートセ
ンサーオペレー
ター

PoolFailures pool.open_slot。 
{プール名}

Count (カウント) プール、{プール
名}

PoolStarvingTasks プール. スタービ
ング・タスク。 
{プール名}

Count (カウント) プール、{プール
名}

PoolOpenSlots pool.open_slot。 
{プール名}

Count (カウント) プール、{プール
名}

PoolQueuedSlots プール. キューに
入れられたスロッ
ト。 {プール名}

Count (カウント) プール、{プール
名}

PoolRunningSlots プール. ランニング
スロット。 {プー
ル名}

Count (カウント) プール、{プール
名}

ProcessorTimeouts DAG _プロセッシ
ング.プロセッサ_
タイムアウト

Count (カウント) 関数、DAG 処理

QueuedTasks 実行者. キューに入
れられたタスク

Count (カウント) 関数、エグゼ
キューター

RunningTasks エグゼキューター. 
実行中のタスク

Count (カウント) 関数、エグゼ
キューター

TasksExecutable スケジューラ.タス
ク.実行ファイル

Count (カウント) 機能、スケジュー
ラ

TasksPending

Note

Apache エ
アフロー 
v2.2 以降
には適用
されませ
ん。

スケジューラー. タ
スク. 保留中

Count (カウント) 機能、スケジュー
ラ
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Apache のエアフローメトリックスは以下
の言語でご利用いただけます CloudWatch

CloudWatch メト
リック

Apache エアフ
ローメトリック

単位 ディメンション

TasksRunning スケジューラ.タス
ク.実行中

Count (カウント) 機能、スケジュー
ラ

TasksStarving スケジューラー、
タスク、飢えてい
る

Count (カウント) 機能、スケジュー
ラ

TasksWithoutDagRunスケジューラー. タ
スク. dagrun なし

Count (カウント) 機能、スケジュー
ラ

Apache エアフロータイマー
このセクションの Apache エアフローメトリックには、Apache エアフロータイマーに関するデータが含
まれています。

CloudWatch メト
リック

Apache エアフ
ローメトリック

単位 ディメンション

DBタグを集める collect_db ミリ秒 関数、DAG 処理

CriticalSectionDurationスケジューラー. ク
リティカル・セク
ション・デュレー
ション

ミリ秒 機能、スケジュー
ラ

CriticalSectionQueryDuration

Note

Apache 
Airflow 
v2.5.1 以
降で利用
できま
す。

スケジューラー. ク
リティカル・セク
ション・クエリー
実行時間

ミリ秒 機能、スケジュー
ラ

DAGDependencyCheck日付、依存関
係チェック。 
{day_id}

ミリ秒 DAG、{day_id}

DAGDurationFailed 実行時間。失敗。 
{day_id}

ミリ秒 DAG、{day_id}

DAGDurationSuccessダグラン、デュ
レーション、成
功。 {day_id}

ミリ秒 DAG、{day_id}

DAGFileProcessingLastDuration日次処理. 最終所要
時間。 {dag_ファ
イル名}

[Seconds] (秒) DAG ファイル名、
{dag_ファイル名}

DAGScheduleDelay 日付. スケジュール
_遅延。 {day_id}

ミリ秒 DAG、{day_id}
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報告する指標の選択

CloudWatch メト
リック

Apache エアフ
ローメトリック

単位 ディメンション

FirstTaskSchedulingDelayダグラン。 
{dag_id} .first_タス
ク_スケジューリン
グ_ディレイ

ミリ秒 DAG、{day_id}

SchedulerLoopDuration

Note

Apache 
Airflow 
v2.5.1 以
降で利用
できま
す。

スケジューラー. ス
ケジューラ_ループ
_デュレーション

ミリ秒 機能、スケジュー
ラ

TaskInstanceDuration日。 {日付}。 {タス
ク_ID} .実行時間

ミリ秒 DAG、{day_id}

タスク、{タスク
ID}

報告する指標の選択
Amazon MWAA 設定オプションを使用して (p. 97)、どの Apache エアフローメトリックスを送信するかを
選択できますmetrics.statsd_allow_list。 CloudWatch

たとえば、次の設定オプションを適用すると、プレフィックス付きのApache Airflowメトリック
と、schedulerscheduler.tasks.executableおよびなどのカウンタ、ゲージ、executorタイマー
からのみレポートされますexecutor.running_tasks。

metrics.statsd_allow_list = scheduler,executor

次のステップ
• で環境ヘルスメトリックスを公開するために使用される Amazon MWAA API オペレーションをご覧くだ

さいPublishMetrics。

の Apache エアフロー v1 環境メトリクス 
CloudWatch

Apache Airflow v1.10.12 は、Apache Airflow (MWAA) 環境の Amazon マネージドワークフローの StatsD
メトリクスを収集して Amazon CloudWatch に送信するようにすでに設定されています。送信されるメト
リクスの全リストは、Apache Airflow リファレンスガイドの Apache Airflow v1.10.12 メトリクスでご覧い
ただけます。このページでは、で使用できる Apache Airflow メトリクス CloudWatch、 CloudWatch およ
びコンソールでメトリクスにアクセスする方法について説明します。

目次
• 規約 (p. 300)
• ディメンション (p. 300)
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規約

• CloudWatch コンソールでメトリクスにアクセスする (p. 301)
• Apache のエアフローメトリックスは以下の言語でご利用いただけます CloudWatch (p. 301)

• Apache Airflow カウンター (p. 301)
• アパッチエアフローゲージ (p. 302)
• Apache エアフロータイマー (p. 303)

• 次のステップ (p. 304)

規約
名前空間

名前空間は、 CloudWatch AWSサービスのメトリックを格納するコンテナです。Amazon MWAA の場
合、ネームスペースは Amazon MWAA です。

CloudWatch 指標

CloudWatch メトリクスは、に固有の時系列のデータポイントのセットを表します CloudWatch。
Apache エアフローメトリクス

Apache エアフロー専用の Apache エアフロー v1.10.12 メトリクス。
ディメンション

ディメンションは、メトリクスのアイデンティティの一部である名前と値のペアです。
単位

統計には、測定単位があります。Amazon MWAA の単位には、カウント、秒、ミリ秒が含まれま
す。Amazon MWAA の場合、単位は元の Airflow メトリクスの単位に基づいて設定されます。

ディメンション
このセクションでは、の Apache Airflow CloudWatch メトリクスのディメンショングループについて説明
します CloudWatch。

ディメンション 説明

ダグ 特定の Apache エアフロー 
DAG 名を示します。

DAG ファイル名 特定の Apache エアフロー 
DAG ファイル名を示しま
す。

関数 このディメンションは、
指標のグループ化を改善
するために使用されます 
CloudWatch。

Job スケジューラーによって実
行される Apache エアフロ
Job を示します。常にJob
価値がある

演算子 特定の Apache エアフロー
オペレータを示します。
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CloudWatch コンソールでメトリクスにアクセスする

ディメンション 説明

プール 特定の Apache エアフロー
ワーカープールを示しま
す。

タスク 特定の Apache エアフロー
タスクを示します。

CloudWatch コンソールでメトリクスにアクセスする
このセクションでは、特定の DAG CloudWatch のパフォーマンスメトリックにアクセスする方法について
説明します。

ディメンションのパフォーマンスメトリクスを表示するには

1. CloudWatch コンソールで「Metrics」ページを開きます。
2. AWS地域セレクターを使用して地域を選択します。
3. Amazon MWAA ネームスペースを選択してください。
4. 「すべての指標」タブで、ディメンションを選択します。たとえば、DAG、環境などです。
5. CloudWatch ディメンションの指標を選択してください。たとえば、TaskInstanceSuccessesまた

はTaskInstanceDuration。[すべての検索結果をグラフ化] を選択します。
6. 「グラフ化されたメトリクス」タブを選択すると、DAG、環境、タスクなどの Apache Airflow メトリ

クスのパフォーマンス統計が表示されます。

Apache のエアフローメトリックスは以下の言語でご
利用いただけます CloudWatch
このセクションでは、に送信される Apache Airflow のメトリクスとディメンションについて説明します 
CloudWatch。

Apache Airflow カウンター
このセクションの Apache エアフローメトリックには、Apache エアフローカウンタに関するデータが含
まれています。

CloudWatch メトリック Apache エアフ
ローメトリック

単位 ディメンション

DagBagSize ダグバッグ_サ
イズ

Count (カウン
ト)

関数、DAG 処
理

JobEnd {ジョブ名} _終
了

Count (カウン
ト)

Job、{ジョブ
名}

JobHeartbeatFailure {ジョブ名} _
ハートビート_
失敗

Count (カウン
ト)

Job、{ジョブ
名}

JobStart {ジョブ名} _開
始

Count (カウン
ト)

Job、{ジョブ
名}
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Apache のエアフローメトリックスは以下
の言語でご利用いただけます CloudWatch

CloudWatch メトリック Apache エアフ
ローメトリック

単位 ディメンション

OperatorFailures オペレーター
_失敗_ {オペ
レーター_名}

Count (カウン
ト)

オペレーター、
{オペレーター
名}

OperatorSuccesses オペレーター成
功_ {オペレー
ター名}

Count (カウン
ト)

オペレーター、
{オペレーター
名}

プロセス DAG _プロセッ
シング. プロセ
ス

Count (カウン
ト)

関数、DAG 処
理

SchedulerHeartbeat スケジューラー
_ハートビート

Count (カウン
ト)

機能、スケ
ジューラ

TasksKilledExternally スケジュー
ラー、タスク、
強制終了

Count (カウン
ト)

機能、スケ
ジューラ

TaskInstanceCreatedUsingOperatorタスクインス
タンスが作成さ
れました-{オペ
レータ名}

Count (カウン
ト)

オペレーター、
{オペレーター
名}

TaskInstanceFailures ti_failures Count (カウン
ト)

DAG、すべて

タスク、すべて

TaskInstanceSuccesses success Count (カウン
ト)

DAG、すべて

タスク、すべて

TaskRemovedFromDAG タスクは DAG 
から削除されま
した。 {day_id}

Count (カウン
ト)

DAG、{day_id}

TaskRestoredToDAG タスクを現在に
復元。 {day_id}

Count (カウン
ト)

DAG、{day_id}

ZombiesKilled Zombies_killed Count (カウン
ト)

DAG、すべて

タスク、すべて

アパッチエアフローゲージ
このセクションの Apache エアフローメトリックには、Apache エアフローゲージに関するデータが含ま
れています。

CloudWatch メト
リック

Apache エアフ
ローメトリック

単位 ディメンション

DAGFileRefreshErrordag_file_refresh_errorCount (カウント) 関数、DAG 処理
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Apache のエアフローメトリックスは以下
の言語でご利用いただけます CloudWatch

CloudWatch メト
リック

Apache エアフ
ローメトリック

単位 ディメンション

ImportErrors DAG _プロセッシ
ング.インポート_
エラー

Count (カウント) 関数、DAG 処理

TotalParseTime 日次処理. 合計解析
時間

[Seconds] (秒) 関数、DAG 処理

DAGFileProcessingLastRunSecondsAgo1 日前処理最終
実行秒前。 {dag_
ファイル名}

[Seconds] (秒) DAG ファイル名、
{dag_ファイル名}

OpenSlots Executor.open_slots Count (カウント) 関数、エグゼ
キューター

PoolFailures pool.open_slot。 
{プール名}

Count (カウント) プール、{プール
名}

PoolStarvingTasks プール. スタービ
ング・タスク。 
{プール名}

Count (カウント) プール、{プール
名}

PoolUsedSlots プール. 中古スロッ
ト。 {プール名}

Count (カウント) プール、{プール
名}

ProcessorTimeouts DAG _プロセッシ
ング.プロセッサ_
タイムアウト

Count (カウント) 関数、DAG 処理

QueuedTasks 実行者. キューに入
れられたタスク

Count (カウント) 関数、エグゼ
キューター

RunningTasks エグゼキューター. 
実行中のタスク

Count (カウント) 関数、エグゼ
キューター

TasksExecutable スケジューラ.タス
ク.実行ファイル

Count (カウント) 機能、スケジュー
ラ

TasksPending スケジューラー. タ
スク. 保留中

Count (カウント) 機能、スケジュー
ラ

TasksRunning スケジューラ.タス
ク.実行中

Count (カウント) 機能、スケジュー
ラ

TasksStarving スケジューラー、
タスク、飢えてい
る

Count (カウント) 機能、スケジュー
ラ

TasksWithoutDagRunスケジューラー. タ
スク. dagrun なし

Count (カウント) 機能、スケジュー
ラ

Apache エアフロータイマー
このセクションの Apache エアフローメトリックには、Apache エアフロータイマーに関するデータが含
まれています。
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次のステップ

CloudWatch メト
リック

Apache エアフ
ローメトリック

単位 ディメンション

DBタグを集める collect_db ミリ秒 関数、DAG 処理

DAGDependencyCheck日付、依存関
係チェック。 
{day_id}

ミリ秒 DAG、{day_id}

DAGDurationFailed 実行時間。失敗。 
{day_id}

ミリ秒 DAG、{day_id}

DAGDurationSuccessダグラン、デュ
レーション、成
功。 {day_id}

ミリ秒 DAG、{day_id}

DAGFileProcessingLastDuration日次処理. 最終所要
時間。 {dag_ファ
イル名}

[Seconds] (秒) DAG ファイル名、
{dag_ファイル名}

DAGScheduleDelay 日付. スケジュール
_遅延。 {day_id}

ミリ秒 DAG、{day_id}

TaskInstanceDuration日。 {日付}。 {タス
ク_ID} .実行時間

ミリ秒 DAG、{day_id}

タスク、{タスク
ID}

次のステップ
• で環境ヘルスメトリックスを公開するために使用される Amazon MWAA API オペレーションをご覧くだ

さいPublishMetrics。

Amazon MWAA のコンテナ、キュー、およびデー
タベースメトリックス

Apache Managed Managed Workflow (MWAkflow) のManaged Workflow (MWAkflow) のManaged 
Workflow (MWAkflow) のManaged Workflow (MWAkflow) のManaged Workflow (MWAkflow) のManaged 
CloudWatch Workflow (MWAkflow) のManaged Workflow (MWAkflow) のManaged Workflow (MWAkflow 
これらの環境メトリックを使用すると、主要業績評価指標をより明確に把握できるため、環境を適切な
規模に設定し、ワークフローの問題をデバッグするのに役立ちます。これらのメトリックスは、Amazon 
MWAA でサポートされているすべての Apache Airflow バージョンに適用されます。

Amazon MWAA は、各 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) コンテナと Amazon Aurora 
PostgreSQL インスタンスの CPU とメモリの使用率、メッセージ数と最も古いメッセージの経過時間に関
する Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) メトリックス、データベース接続、ディスクキューの
深さ、書き込みオペレーション、レイテンシー、スループットに関する Amazon RDS (Amazon RDS) メト
リクス、および Amazon RDS プロキシメトリクスを提供します。これらの指標には、ベースワーカー、追
加ワーカー、スケジューラー、ウェブサーバーの数も含まれます。

統計は 15 か月間保持されるため、履歴情報にアクセスしてスケジュールが失敗する理由をより的確に把
握し、根本的な問題のトラブルシューティングを行うことができます。また、特定のしきい値をモニタリ
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規約

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 ユーザーガイドをご覧ください。

トピック
• 規約 (p. 305)
• ディメンション (p. 305)
• CloudWatch コンソールでメトリクスにアクセスする (p. 306)
• メトリクスのリスト (p. 306)

規約
名前空間

名前空間は、 CloudWatch AWSサービスのメトリックを格納するコンテナです。Amazon MWAA の場
合、ネームスペースはですAWS/MWAA。

CloudWatch 指標

CloudWatch メトリクスは、に固有の時系列のデータポイントのセットを表します CloudWatch。
ディメンション

ディメンションは、メトリクスのアイデンティティの一部である名前と値のペアです。
単位

統計には、測定単位があります。Amazon MWAA の場合、単位にはカウントが含まれます。

ディメンション
このセクションでは、の Amazon MWAA CloudWatch メトリクスのディメンショングループについて説明
します CloudWatch。

ディメンション 説明

クラスター Amazon MWAA 環境が Apache Airflow コンポー
ネントを実行するために使用する最低 3 つの 
Amazon ECS コンテナ (スケジューラー、ワー
カー、ウェブサーバー) のメトリックス。

キュー スケジューラーをワーカーから切り離す Amazon 
SQS キューのメトリックス。作業者がメッセージ
を読むと、そのメッセージは送信中と見なされ、
他の作業者は使用できません。メッセージは、12 
時間の可視性タイムアウトまでに削除されない限
り、他の作業者が読むことができるようになりま
す。

データベース Amazon MWAA が使用する Aurora クラスターを
メトリクス化します。これには、プライマリデー
タベースインスタンスと読み取り操作をサポー
トするリードレプリカのメトリックが含まれま
す。Amazon MWAA は、READER インスタンスと 
WRITER インスタンスの両方のデータベースメト
リックスを公開します。
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メトリクスへのアクセス

CloudWatch コンソールでメトリクスにアクセスする
このセクションでは、で Amazon MWAA メトリクスにアクセスする方法を説明します CloudWatch。

ディメンションのパフォーマンスメトリクスを表示するには

1. CloudWatch コンソールで「Metrics」ページを開きます。
2. AWS地域セレクターを使用して地域を選択します。
3. AWS/MWAA 名前空間を選択します。
4. 「すべての指標」タブで、ディメンションを選択します。たとえば、クラスタ。
5. CloudWatch ディメンションの指標を選択してください。たとえば、NumSchedulersまたは CPU 使用

率などです。次に、[すべての検索結果をグラフ化] を選択します。
6. 「グラフ化された指標」タブを選択すると、パフォーマンス指標が表示されます。

メトリクスのリスト
次の表は、Amazon MWAA のクラスター、キュー、およびデータベースサービスのメトリックスを示して
います。Amazon ECS、Amazon SQS、または Amazon RDS から直接生成されるメトリックスの説明を
表示するには、それぞれのドキュメントリンクを選択してください。

トピック
• クラスターメトリクス (p. 306)
• データベースメトリクス (p. 307)
• Amazon RDS プロキシのデータベースメトリックス (利用可能な場合) (p. 307)
• キューメトリクス (p. 308)

クラスターメトリクス
以下のメトリックは、各スケジューラー、ベースワーカー、追加ワーカー、およびウェブサーバーに適用
されます。各クラスターメトリックスの詳細と説明については、Amazon ECS 開発者ガイドの「利用可能
なメトリックスとディメンション」を参照してください。

名前空間 メトリクス 単位

AWS/MWAA CPUUtilization 割合 (%)

AWS/MWAA MemoryUtilization 割合 (%)

追加ワーカーインスタンスの数の評価

以下の手順で説明するように、クラスターディメンションで提供されるコンポーネントメトリックを使用
して、特定の時点で環境が使用している追加のワーカーを評価できます。そのためには、CPUUtilization
MemoryUtilizationまたはメトリクスのいずれかをグラフ化し、統計タイプを Sample Count に設定しま
す。結果の値は、RUNNINGAdditionalWorkerコンポーネントのタスクの総数です。環境で使用されて
いる追加のワーカーインスタンスの数を把握すると、環境がどのようにauto スケーリングされるかを判断
し、追加のワーカーの数を最適化するのに役立ちます。

1. AWS/MWAA 名前空間を選択します。
2. 「すべての指標」タブで、クラスターディメンションを選択します。
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メトリクスのリスト

3. クラスターディメンションの下でAdditionalWorker、の [CPUUtilization] または [MemoryUtilizationメ
トリクス] を選択します。

4. 「グラフ化された指標」タブで、「期間」を「1分」に、「統計」を「サンプル数」に設定します。

詳細については、Amazon Elastic Container Service 開発者ガイドの「RUNNINGサービスタスクカウント」
を参照してください。

データベースメトリクス
以下のメトリックスは、Amazon RDS プロキシに置き換えられるまで、各データベースインスタンスに
適用されます。以下のデータベースメトリックスの詳細と説明については、Amazon Relational Database 
Service ユーザーガイドの「Amazon RDSCloudWatch  のメトリックス」を参照してください。

名前空間 メトリクス 単位

AWS/MWAA CPUUtilization 割合 (%)

AWS/MWAA DatabaseConnections Count (カウント)

AWS/MWAA DiskQueueDepth Count (カウント)

AWS/MWAA FreeableMemory バイト

AWS/MWAA VolumeWriteIOPS 5 分あたりのカウ
ント

AWS/MWAA WriteIOPS 1 秒あたりのカウ
ント数

AWS/MWAA WriteLatency [Seconds] (秒)

AWS/MWAA WriteThroughput 1 秒あたりのバイ
ト数

Amazon RDS プロキシのデータベースメトリックス (利用可能な
場合)
以下のデータベースプロキシメトリックスの詳細については、Amazon Relational Database Service ユー
ザーガイドの「Amazon RDS プロキシメトリックスのモニタリング」を参照してください。 CloudWatch

名前空間 メトリクス 単位

AWS/MWAA ClientConnections Count (カウント)

AWS/MWAA ClientConnectionsClosed Count (カウント)

AWS/MWAA ClientConnectionsReceived Count (カウント)

AWS/MWAA AvailabilityPercentage 割合 (%)

AWS/MWAA DatabaseConnectionsCurrentlyInTransactionCount (カウント)

AWS/MWAA DatabaseConnectionsSetupFailed Count (カウント)

AWS/MWAA DatabaseConnectionsSetupSucceededCount (カウント)
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メトリクスのリスト

名前空間 メトリクス 単位

AWS/MWAA DatabaseConnectionRequests Count (カウント)

AWS/MWAA DatabaseConnections Count (カウント)

AWS/MWAA QueryDatabaseResponseLatency マイクロ秒

AWS/MWAA QueryRequests Count (カウント)

AWS/MWAA QueryResponseLatency マイクロ秒

キューメトリクス
以下のキューメトリクスの単位と説明の詳細については、Amazon Simple Queue Service 開発者ガイドの
「Amazon SQS CloudWatch で利用可能なメトリクス」を参照してください。

名前空間 メトリクス 単位

AWS/MWAA ApproximateAgeOfOldestMessage [Seconds] (秒)

AWS/MWAA ApproximateNumberOfMessagesNotVisible(実
行中のタスク)

Count (カウント)

AWS/MWAA ApproximateNumberOfMessagesVisible(キュー
に入っているタスク)

Count (カウント)
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データ保護

Amazon Managed 
Workflows、Apache Airflow (MWAA)

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とあなた (顧客) 間で共有される責任です。責任共有モデルでは、これをクラウ
ドのセキュリティおよびクラウド内のセキュリティと説明しています。

• 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 MWAWAA に適用されるコンプライアンスプログラムの詳細につい
ては、コンプライアンスプログラムによるAWSを参照してください。

• クラウド内のセキュリティ - ユーザーの責任は、使用する AWS のサービスに応じて異なります。ま
た、ユーザーは、データの機密性、企業要件、および適用法令と規制などのその他要因に対する責任も
担います。

このドキュメントは、Amazon Managed Workflows for Apache Airflow (MWAA) (MWAA) (MWAA) (MWAA) 
(MWAA) を使用する際の責任共有モデル (MWAA) の使用方法について理解するのに役立ちます。ここで
は、セキュリティとコンプライアンスの目標を満たすように Amazon MWAA を設定する方法を説明しま
す。また、Amazon MWAAAWS リソースのモニタリングや保護に役立つ他ののサービスの使用方法につい
ても説明します。

このセクションの内容:
• Amazon Managed Workflows、Apache Airflow (MWAA) (p. 309)
• AWS Identity and Access Management (p. 314)
• Amazon Managed Workflows for Apache Airflow (MWAA) (p. 324)
• Amazon Managed Workflows、Apache Airflow (MWAA) (p. 324)
• Amazon MWAA のインフラストラクチャセキュリティ (p. 325)
• Amazon MWAA での設定と脆弱性の分析 (p. 325)
• Amazon MWAA でのセキュリティのベストプラクティス (p. 325)

Amazon Managed Workflows、Apache Airflow 
(MWAA)

AWShttp://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/、Apache Airflow (MWAA) 用 Amazon 
マネージドワークフローにおけるデータ保護に適用されます。このモデルで説明されているように、AWS 
は、AWS クラウド のすべてを実行するグローバルインフラストラクチャを保護する責任を負います。顧
客は、このインフラストラクチャでホストされているコンテンツに対する管理を維持する責任がありま
す。このコンテンツには、使用される AWS のサービス のセキュリティ構成と管理タスクが含まれます。
データプライバシーの詳細については、「データプライバシーのよくある質問」を参照してください。欧
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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ブログ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 Identity and Access Management 
(IAM) を使用して個々のユーザーアカウント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 以降が推奨されます。
• 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 暗号化ソリューションを AWS のサービス内のすべてのデフォルトのセキュリティ管理と一緒に使

用します。
• Amazon Macie などのアドバンストマネージドセキュリティサービスを使用します。これは、Amazon 

S3 に保存されている個人データの検出と保護を支援します。

顧客の E メールアドレスなどの機密情報やセンシティブ情報は、タグや [Name] (名前) フィールドなど
の自由形式のフィールドに配置しないことを強くお勧めします。これは、コンソール、API、またはAWS 
SDK で Amazon MWAA または他のAWSサービスを使用する場合も同様です。AWS CLIタグまたは名前に
使用する自由記入欄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。

アマゾン MWAA での暗号化
以下のトピックでは、Amazon MWAA が保管中および転送中のデータをどのように保護するかを説明しま
す。この情報を使用して、Amazon MWAA がどのように統合されて保存中のデータを暗号化するか、転送
中にトランスポート層セキュリティ (TLS) プロトコルを使用してデータを暗号化する方法を学んでくださ
い。AWS KMS

トピック
• 保管中の暗号化 (p. 310)
• 転送中の暗号化 (p. 311)

保管中の暗号化
Amazon MWAA では、保存データとは、サービスが永続メディアに保存するデータです。

AWS保存データの暗号化には所有鍵を使用することも、環境を作成するときに、オプションで顧客管理鍵
を提供して追加の暗号化を行うこともできます。顧客管理の KMS キーを使用する場合は、AWSそのキー
が環境で使用している他のリソースやサービスと同じアカウントにある必要があります。

カスタマーマネージド KMS キーを使用するには、 CloudWatch キーポリシーへのアクセスに必要なポリ
シーステートメントを添付する必要があります。お客様の環境でカスタマー管理の KMS キーを使用する
と、Amazon MWAA はお客様に代わって 4 つの権限を付与します。Amazon MWAA が顧客管理の KMS 
キーに付与する権限の詳細については、「データ暗号化用の顧客管理キー (p. 311)」を参照してくださ
い。

カスタマーマネージド KMS キーを指定しない場合、デフォルトでは、Amazon MWAAAWS は所有の 
KMS キーを使用してデータを暗号化および復号化します。Amazon MWAA のデータ暗号化を管理するに
は、AWS所有している KMS キーを使用することをお勧めします。

Note

Amazon MWAAAWS で所有、またはお客様が管理する KMS キーの保管と使用料をお支払いいた
だきます。詳細については、「AWS KMS の料金」を参照してください。
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暗号化アーティファクト
Amazon MWAA 環境を作成するときに、AWS所有キーまたはお客様が管理するキーを指定して、保管時の
暗号化に使用する暗号化アーティファクトを指定します。Amazon MWAA は、指定されたキーに必要な権
限を追加します。

Amazon S3 — Amazon S3 データは、サーバー側暗号化 (SSE) を使用してオブジェクトレベルで暗号化さ
れます。Amazon S3 の暗号化と復号は、DAG コードとサポートファイルが保存される Amazon S3 バケッ
トで行われます。オブジェクトは Amazon S3 にアップロードされるときに暗号化され、Amazon MWAA 
環境にダウンロードされるときに復号化されます。デフォルトでは、カスタマー管理の KMS キーを使用
している場合、Amazon MWAA はそのキーを使用して Amazon S3 バケットのデータを読み取り、復号化
します。

CloudWatch ログ —AWS 所有している KMS キーを使用している場合、ログに送信される Apache Airflow 
ログは、 CloudWatch AWSログが所有する KMS CloudWatch キーによるサーバー側暗号化 (SSE) を使用
して暗号化されます。顧客管理の KMS キーを使用している場合は、KMS キーにキーポリシーを追加し
て、 CloudWatch ログにキーが使用できるようにする必要があります。

Amazon SQS — Amazon MWAA は、お客様の環境に合わせて 1 つの Amazon SQS キューを作成しま
す。Amazon MWAA は、AWS所有する KMS キーまたは指定するカスタマー管理の KMS キーのいずれか
を使用して、サーバー側暗号化 (SSE) を使用してキューとの間で送受信されるデータの暗号化を処理しま
す。AWS所有または顧客管理の KMS キーを使用するかに関係なく、実行ロールに Amazon SQS アクセス
権限を追加する必要があります。

Aurora PostgreSQL — Amazon MWAA は、お客様の環境に合わせて PostgreSQL クラスターを 1 つ作成
します。Aurora PostgreSQL は、サーバー側暗号化 (SSE) を使用して、AWS所有または顧客管理の KMS 
キーでコンテンツを暗号化します。顧客管理の KMS キーを使用している場合、Amazon RDS はキーに少
なくとも 2 つの権限を追加します。1 つはクラスター用、もう 1 つはデータベースインスタンス用です。
カスタマー管理の KMS キーを複数の環境で使用することを選択した場合、Amazon RDS は追加の付与を
行うことがあります。詳細については、「Amazon RDS でのデータ保護」を参照してください。

転送中の暗号化
転送中のデータは、ネットワーク上を移動する際に傍受される可能性があるデータと呼ばれます。

トランスポート層セキュリティ (TLS) は、お客様の環境の Apache Cloudflow コンポーネントと Amazon 
MWAkflow MWAkflow (CloudAmazon S3 3 など) を暗号化します。AWSAmazon S3 暗号化の詳細について
は、「暗号化によるデータの保護」を参照してください。

カスタマーマネージドキーの暗号化での使用
オプションで、お客様の環境のデータ暗号化用のカスタマー管理キーを提供できます。カスタマー管理の 
KMS キーは、Amazon MWAA 環境インスタンスおよびワークフローのリソースを保存する Amazon S3 バ
ケットと同じリージョンに作成する必要があります。指定するカスタマーManaged KMSキーが、環境の
設定に使用するアカウントとは異なるアカウントにある場合は、クロスアカウントアクセスの ARN を使
用してキーを指定する必要があります。キーの作成の詳細については、『AWS Key Management Service
開発者ガイド』の「キーの作成」を参照してください。

サポートの対象

AWS KMS 機能 サポート対象

AWS KMSキー ID または ARN。 はい

AWS KMSキーエイリアス。 いいえ

AWS KMSマルチリージョン
キー。

いいえ
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暗号化のためのグラントの使用
このトピックでは、データの暗号化および復号化のために、Amazon MWAA がユーザーに代わって付与す
る許可について説明します。

使用方法
顧客管理の KMS キーでは、AWS KMSキーポリシーと付与の 2 つのリソースベースのアクセス制御メカニ
ズムがサポートされています。

キーポリシーは、権限がほとんど静的で同期サービスモードで使用される場合に使用されます。グラント
は、サービスが自身や他のアカウントに異なるアクセス権限を定義する必要がある場合など、より動的で
詳細な権限が必要な場合に使用されます。

Amazon MWAA は 4 つの付与ポリシーを使用してカスタマー管理の KMS キーにアタッチします。これ
は、 CloudWatch ログ、Amazon SQS キュー、Aurora PostgreSQL データベースデータベース、Secrets 
Manager ット、Amazon S3 バケット、DynamoDB テーブルから保存中のデータを暗号化するために環境
に必要なきめ細かな権限によるものです。

Amazon MWAA 環境を作成し、顧客管理の KMS キーを指定すると、Amazon MWAA は顧客管理の KMS 
キーに付与ポリシーをアタッチします。これらのポリシーにより、Amazon MWAA はお客様の代わりにカ
スタマー管理の KMSairflow.region}.amazonaws.com キーを使用して、Amazon MWAA が所有する
リソースを暗号化することができます。

Amazon MWAA は、ユーザーに代わって、指定した KMS キーに追加の権限を作成し、アタッチします。
これには、環境を削除した場合に付与を廃止するポリシー、顧客管理の KMS キーをクライアント側暗号
化 (CSE) に使用する、Secrets ManagerAWS Fargate の顧客管理キーで保護されているシークレットにア
クセスする必要がある実行ロールに適用するポリシーが含まれます。

助成金政策
Amazon MWAA は、お客様に代わって以下のリソースベースのポリシー付与を顧客管理の KMS キーに追
加します。これらのポリシーにより、被付与者とプリンシパル (Amazon MWAA) はポリシーで定義された
アクションを実行できます。

Grant 1: データプレーンリソースの作成に使用

{ 
            "Name": "mwaa-grant-for-env-mgmt-role-environment name", 
            "GranteePrincipal": "airflow.region.amazonaws.com", 
            "RetiringPrincipal": "airflow.region.amazonaws.com", 
            "Operations": [ 
              "kms:Encrypt", 
              "kms:Decrypt", 
              "kms:ReEncrypt*", 
              "kms:GenerateDataKey*", 
              "kms:CreateGrant", 
              "kms:DescribeKey", 
              "kms:RetireGrant" 
            ] 
          } 
           

権限2:ControllerLambdaExecutionRole アクセスに使用

{ 
            "Name": "mwaa-grant-for-lambda-exec-environment name", 
            "GranteePrincipal": "airflow.region.amazonaws.com", 
            "RetiringPrincipal": "airflow.region.amazonaws.com", 
            "Operations": [ 
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              "kms:Encrypt", 
              "kms:Decrypt", 
              "kms:ReEncrypt*", 
              "kms:GenerateDataKey*", 
              "kms:DescribeKey", 
              "kms:RetireGrant" 
            ] 
          } 
           

権限3:CfnManagementLambdaExecutionRole アクセスに使用

{ 
              "Name": " mwaa-grant-for-cfn-mgmt-environment name", 
              "GranteePrincipal": "airflow.region.amazonaws.com", 
              "RetiringPrincipal": "airflow.region.amazonaws.com", 
              "Operations": [ 
                "kms:Encrypt", 
                "kms:Decrypt", 
                "kms:ReEncrypt*", 
                "kms:GenerateDataKey*", 
                "kms:DescribeKey" 
              ] 
            } 
             

Grant 4: バックエンドシークレットにアクセスするための Fargate 実行ロールに
使用されます

{ 
                "Name": "mwaa-fargate-access-for-environment name", 
                "GranteePrincipal": "airflow.region.amazonaws.com", 
                "RetiringPrincipal": "airflow.region.amazonaws.com", 
                "Operations": [ 
                  "kms:Encrypt", 
                  "kms:Decrypt", 
                  "kms:ReEncrypt*", 
                  "kms:GenerateDataKey*", 
                  "kms:DescribeKey", 
                  "kms:RetireGrant" 
                ] 
              } 
               

カスタマーマネージドキーへのキーポリシーの追加
Amazon MWAA でカスタマー管理の KMS キーを使用する場合は、Amazon MWAA がキーを使用してデー
タを暗号化できるように、次のポリシーをキーに添付する必要があります。

Amazon MWAA 環境で使用したカスタマー管理の KMS キーがまだ動作するように設定されていない場
合は CloudWatch、 CloudWatch 暗号化されたログを許可するようにキーポリシーを更新する必要があり
ます。詳細は、「 CloudWatch AWS Key Management Serviceサービスを使用する際のログデータの暗号
化」を参照してください。

次の例は、 CloudWatch ログのキーポリシーを表しています。提供されたサンプル値をその領域に置き換
えてください。

{ 
          "Effect": "Allow", 
          "Principal": { 
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          "Service": "logs.us-west-2.amazonaws.com" 
        }, 
        "Action": [ 
          "kms:Encrypt*", 
          "kms:Decrypt*", 
          "kms:ReEncrypt*", 
          "kms:GenerateDataKey*", 
          "kms:Describe*" 
        ], 
        "Resource": "*", 
        "Condition": { 
          "ArnLike": { 
            "kms:EncryptionContext:aws:logs:arn": "arn:aws:logs:us-west-2:*:*" 
            } 
          } 
        }

AWS Identity and Access Management
AWS Identity and Access Management (IAM) は、管理者が AWS リソースへのアクセスを安全にコント
ロールするために役立つ AWS のサービスです。IAM 管理者は、誰を認証 (サインイン) し、誰に Amazon 
Managed Workflows for Apache Airflow (MWAA) リソースの使用を承認する (アクセス許可を付与する) か
を管理します。IAM は、AWS のサービスで追加料金は発生しません。

このトピックでは、Amazon MWAA がどのように使用するかAWS Identity and Access Management 
(IAM) の基本的な概要を説明します。Amazon MWAA へのアクセスの管理については、を参照してくださ
いAmazon MWAA 環境へのアクセスの管理 (p. 35)。

内容
• 対象者 (p. 314)
• アイデンティティを使用した認証 (p. 315)
• ポリシーを使用したアクセスの管理 (p. 317)
• ユーザー自身のアクセス許可を表示することをユーザーに許可する (p. 318)
• Amazon Managed Workflows for Apache Airflow 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. 319)
• Amazon MWAA と IAM の連携 (p. 320)

対象者
AWS Identity and Access Management(IAM) の使用方法は、Amazon MWAA で行う作業に応じて異なりま
す。

サービスユーザー — ジョブを実行するために Amazon MWAA サービスを使用する場合は、管理者から必
要なアクセス許可と認証情報が与えられます。さらに多くの Amazon MWAA 機能を使用して作業を行う
場合は、追加のアクセス許可が必要になることがあります。アクセスの管理方法を理解しておくと、管理
者に適切な許可をリクエストするうえで役立ちます。Amazon MWAA の機能にアクセスできない場合は、
「」を参照してくださいAmazon Managed Workflows for Apache Airflow 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. 319)。

サービス管理者 — 社内の Amazon MWAA リソースを担当している場合は、通常、Amazon MWAA への
フルアクセスがあります。サービスのユーザーがどの Amazon MWAA 機能やリソースにアクセスするか
を決めるのは管理者の仕事です。その後、IAM 管理者にリクエストを送信して、サービスユーザーの許
可を変更する必要があります。このページの情報を確認して、IAM の基本概念を理解してください。会社
で Amazon MWAA と IAM を併用する方法の詳細については、「」を参照してくださいAmazon MWAA と 
IAM の連携 (p. 320)。
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IAM 管理者 — 管理者は、Amazon MWAA へのアクセスを管理するポリシーの作成方法の詳細につい
て確認する場合があります。IAM で使用できる Amazon MWAA 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、「」を参照してくださいAmazon MWAA のアイデンティティベースポリシーの
例 (p. 322)。

アイデンティティを使用した認証
認証とは、アイデンティティ認証情報を使用して AWS にサインインする方法です。ユーザーは、AWS ア
カウントのルートユーザー として、または IAM ロールを引き受けることによって、認証済み (AWS にサ
インイン済み) である必要があります。

ID ソースから提供された認証情報を使用して、フェデレーティッドアイデンティティとして AWS にサイ
ンインできます。 AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)フェデレーティッドアイデ
ンティティの例としては、(IAM Identity Center) ユーザー、会社のシングルサインオン認証、Google また
は Facebook の認証情報などがあります。フェデレーティッドアイデンティティとしてサインインする場
合、IAM ロールを使用して、前もって管理者により ID フェデレーションが設定されています。フェデレー
ションを使用して AWS にアクセスする場合、間接的にロールを引き受けることになります。

ユーザーのタイプに応じて、AWS Management Console または AWS アクセスポータルにサインインでき
ます。AWS へのサインインの詳細については、AWS サインイン ユーザーガイドの「AWS アカウント に
サインインする方法」を参照してください。

プログラムを使用して AWS にアクセスする場合、AWS は software development kit (SDK) とコマンドラ
インインターフェイス (CLI) を提供して、認証情報を使用しリクエストに暗号で署名します。AWS ツー
ルを使用しない場合は、リクエストに自分で署名する必要があります。推奨される方法を使用して自分で
リクエストに署名する方法の詳細については、の「署名バージョン 4 の署名プロセス」を参照してくださ
いAWS 全般のリファレンス。

使用する認証方法を問わず、セキュリティ情報の提供を追加でリクエストされる場合もあります。例え
ば、AWS は、アカウントのセキュリティを強化するために多要素認証 (MFA) を使用することをお勧め
します。詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイ
ド」の「Multi-factor authentication」(多要素認証) および「IAM ユーザーガイド」の「AWS での多要素認
証 (MFA) の使用」を参照してください。

AWS アカウント ルートユーザー
AWS アカウント を作成する場合は、このアカウントのすべての AWS のサービス とリソースに対して
完全なアクセス権を持つ 1 つのサインインアイデンティティから始めます。この ID は AWS アカウント
ルートユーザーと呼ばれ、アカウントの作成に使用した E メールアドレスとパスワードでサインインする
ことによってアクセスできます。日常的なタスクには、ルートユーザーを使用しないことを強くお勧めし
ます。ルートユーザーの認証情報を保護し、それらを使用してルートユーザーのみが実行できるタスクを
実行します。ルートユーザーとしてサインインする必要があるタスクの完全なリストについては、「AWS 
Account Management リファレンスガイド」の「ルートユーザー認証情報が必要なタスク」を参照してく
ださい。

IAM ユーザーとグループ
IAM ユーザーは、1 人のユーザーまたは 1 つのアプリケーションに対して特定の許可を持つ AWS アカ
ウント 内のアイデンティティです。可能であれば、パスワードやアクセスキーなどの長期的な認証情報
を保有する IAM ユーザーを作成する代わりに、一時的な認証情報を使用することをお勧めします。ただ
し、IAM ユーザーとの長期的な認証情報が必要な特定のユースケースがある場合は、アクセスキーをロー
テーションすることをお勧めします。詳細については、IAM ユーザーガイドの「長期的な認証情報を必要
とするユースケースのためにアクセスキーを定期的にローテーションする」を参照してください。

IAM グループは、IAM ユーザーの集団を指定するアイデンティティです。グループとしてサインイン
することはできません。グループを使用して、複数のユーザーに対して一度に許可を指定できます。
多数のユーザーグループがある場合、グループを使用することで許可の管理が容易になります。例え
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アイデンティティを使用した認証

ば、IAMAdmins という名前のグループを設定して、そのグループに IAM リソースを管理する許可を与え
ることができます。

ユーザーは、ロールとは異なります。ユーザーは 1 人の人または 1 つのアプリケーションに一意に関連
付けられますが、ロールはそれを必要とする任意の人が引き受けるようになっています。ユーザーには
永続的な長期の認証情報がありますが、ロールでは一時的な認証情報が提供されます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザー (ロールではなく) の作成が適している場合」を参照してくださ
い。

IAM ロール
IAM ロールは、特定の許可を持つ、AWS アカウント 内のアイデンティティです。これは IAM ユーザーに
似ていますが、特定のユーザーには関連付けられていません。ロールを切り替えることによって、AWS 
Management Console で IAM ロールを一時的に引き受けることができます。ロールを引き受けるに
は、AWS CLI または AWS API オペレーションを呼び出すか、カスタム URL を使用します。ロールを使
用する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールの使用」を参照してください。

IAM ロールと一時的な認証情報は、次の状況で役立ちます。

• フェデレーティッドユーザーアクセス – フェデレーティッドアイデンティティに許可を割り当てるに
は、ロールを作成してそのロールの許可を定義します。フェデレーティッドアイデンティティが認証
されると、そのアイデンティティはロールに関連付けられ、ロールで定義されている許可が付与されま
す。フェデレーションの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「Creating a role for a third-party 
Identity Provider」(サードパーティーアイデンティティプロバイダー向けロールの作成) を参照してく
ださい。IAM アイデンティティセンターを使用する場合、許可セットを設定します。アイデンティティ
が認証後にアクセスできるものを制御するため、IAM Identity Center は、アクセス許可セットを IAM の
ロールに関連付けます。アクセス許可セットの詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor 
to AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「アクセス許可セット」を参照してください。

• 一時的な IAM ユーザー許可 - IAM ユーザーまたはロールは、特定のタスクに対して複数の異なる許可を
一時的に IAM ロールで引き受けることができます。

• クロスアカウントアクセス - IAM ロールを使用して、自分のアカウントのリソースにアクセスすること
を、別のアカウントの人物 (信頼済みプリンシパル) に許可できます。クロスアカウントアクセスを許可
する主な方法は、ロールを使用することです。ただし、一部の AWS のサービス では、(ロールをプロキ
シとして使用する代わりに) リソースにポリシーを直接添付できます。クロスアカウントアクセスにお
けるロールとリソースベースのポリシーの違いについては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールと
リソースベースのポリシーとの相違点」を参照してください。

• クロスサービスアクセス - 一部の AWS のサービス では、他の AWS のサービス の機能を使用します。
例えば、サービスで呼び出しを行うと、通常そのサービスによって Amazon EC2 でアプリケーションが
実行されたり、Amazon S3 にオブジェクトが保存されたりします。サービスでは、呼び出し元プリンシ
パルの許可、サービスロール、またはサービスにリンクされたロールを使用してこれを行う場合があり
ます。
• プリンシパル許可 - IAM ユーザーまたはロールを使用して AWS でアクションを実行する場合、そ

のユーザーはプリンシパルと見なされます。ポリシーによって、プリンシパルに許可が付与されま
す。一部のサービスを使用する際に、アクションを実行することで、別のサービスの別のアクショ
ンがトリガーされることがあります。この場合、両方のアクションを実行するための許可が必要で
す。ポリシー内で、アクションに追加の依存アクションが必要かどうかを確認するには、「Service 
Authorization Reference」の「Actions、リソース、および条件キー」を参照してください。

• サービスロール - サービスがユーザーに代わってアクションを実行するために引き受ける IAM ロー
ルです。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削除できます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「AWS のサービス にアクセス許可を委任するロールの作成」を参照して
ください。

• サービスにリンクされたロール - サービスにリンクされたロールは、AWS のサービス にリンクされ
たサービスロールの一種です。サービスは、ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き
受けることができます。サービスにリンクされたロールは、AWS アカウント に表示され、サービス
によって所有されます。IAM 管理者は、サービスにリンクされたロールの許可を表示できますが、編
集することはできません。
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ポリシーを使用したアクセスの管理

• Amazon EC2 で実行されているアプリケーション - EC2 インスタンスで実行され、AWS CLI または 
AWS API 要求を行っているアプリケーションの一時的な認証情報を管理するには、IAM ロールを使用
できます。これは、EC2 インスタンス内でのアクセスキーの保存に推奨されます。AWS ロールを EC2 
インスタンスに割り当て、そのすべてのアプリケーションで使用できるようにするには、インスタンス
にアタッチされたインスタンスプロファイルを作成します。インスタンスプロファイルにはロールが含
まれ、EC2 インスタンスで実行されるプログラムは一時的な認証情報を取得することができます。詳細
については、「IAM ユーザーガイド」の「Amazon EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションに 
IAM ロールを使用して許可を付与する」を参照してください。

IAM ロールと IAM ユーザーのどちらを使用するかについては、「IAM ユーザーガイド」の「(IAM ユー
ザーではなく) IAM ロールをいつ作成したら良いのか?」を参照してください。

ポリシーを使用したアクセスの管理
AWS でアクセスをコントロールするには、ポリシーを作成して AWS アイデンティティまたはリソースに
アタッチします。ポリシーは AWS のオブジェクトであり、アイデンティティやリソースに関連付けて、
これらのアクセス許可を定義します。AWS は、プリンシパル (ユーザー、ルートユーザー、またはロー
ルセッション) がリクエストを行うと、これらのポリシーを評価します。ポリシーでの許可により、リク
エストが許可されるか拒否されるかが決まります。大半のポリシーは JSON ドキュメントとして AWS に
保存されます。JSON ポリシードキュメントの構造と内容の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の
「JSON ポリシー概要」を参照してください。

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプ
リンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

デフォルトでは、ユーザーやロールにアクセス許可はありません。IAM 管理者は、リソースで必要なアク
ションを実行するためのアクセス許可をユーザーに付与する IAM ポリシーを作成できます。その後、管理
者はロールに IAM ポリシーを追加し、ユーザーはロールを引き継ぐことができます。

IAM ポリシーは、オペレーションの実行方法を問わず、アクションの許可を定義します。例え
ば、iam:GetRole アクションを許可するポリシーがあるとします。このポリシーがあるユーザー
は、AWS Management Console、AWS CLI、または AWS API からロールの情報を取得できます。

アイデンティティベースのポリシー
アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーのグループ、ロールなど、アイデンティ
ティに添付できる JSON 許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが実行
できるアクション、リソース、および条件を制御します。アイデンティティベースのポリシーを作成する
方法については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

アイデンティティベースのポリシーは、さらにインラインポリシーまたはマネージドポリシーに分類でき
ます。インラインポリシーは、単一のユーザー、グループ、またはロールに直接埋め込まれます。マネー
ジドポリシーは、AWS アカウント 内の複数のユーザー、グループ、およびロールに添付できるスタンド
アロンポリシーです。マネージドポリシーには、AWS マネージドポリシーとカスタマーマネージドポリ
シーがあります。マネージドポリシーまたはインラインポリシーのいずれかを選択する方法については、
「IAM ユーザーガイド」の「マネージドポリシーとインラインポリシーの比較」を参照してください。

リソースベースのポリシー
リソースベースのポリシーは、リソースに添付する JSON ポリシードキュメントです。リソースベース
のポリシーには例として、IAM ロールの信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーがあげられます。
リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定の
リソースへのアクセスを制御できます。ポリシーが添付されているリソースの場合、指定されたプリン
シパルがそのリソースに対して実行できるアクションと条件は、ポリシーによって定義されます。リソー
スベースのポリシーで、プリンシパルを指定する必要があります。プリンシパルには、アカウント、ユー
ザー、ロール、フェデレーティッドユーザー、または AWS のサービス を含めることができます。
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ユーザー自身のアクセス許可を表
示することをユーザーに許可する

リソースベースのポリシーは、そのサービス内にあるインラインポリシーです。リソースベースのポリ
シーでは IAM の AWS マネージドポリシーは使用できません。

アクセスコントロールリスト (ACL)
アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロー
ル) がリソースにアクセスするための許可を持つかをコントロールします。ACL はリソースベースのポリ
シーに似ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。

Simple Storage Service (Amazon S3)、AWS WAF、および Amazon VPC は、ACL をサポートするサービ
スの例です。ACL の詳細については、「Amazon Simple Storage Service デベロッパーガイド」の「アク
セスコントロールリスト (ACL) の概要」を参照してください。

その他のポリシータイプ
AWS では、その他の一般的ではないポリシータイプもサポートしています。これらのポリシータイプで
は、より一般的なポリシータイプで付与された最大の許可を設定できます。

• アクセス許可の境界 - アクセス許可の境界は、アイデンティティベースのポリシーによって IAM エン
ティティ (IAM ユーザーまたはロール) に付与できる許可の上限を設定する高度な機能です。エンティ
ティにアクセス許可の境界を設定できます。結果として得られるアクセス許可は、エンティティのアイ
デンティティベースポリシーとそのアクセス許可の境界の共通部分になります。Principal フィール
ドでユーザーまたはロールを指定するリソースベースのポリシーでは、アクセス許可の境界は制限され
ません。これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。アクセス許可
の境界の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM エンティティのアクセス許可の境界」を参
照してください。

• サービスコントロールポリシー (SCP) - SCP は、AWS Organizations で組織や組織単位 (OU) の最大許
可を指定する JSON ポリシーです。AWS Organizations は、顧客のビジネスが所有する複数の AWS ア
カウント をグループ化し、一元的に管理するサービスです。組織内のすべての機能を有効にすると、
サービスコントロールポリシー (SCP) を一部またはすべてのアカウントに適用できます。SCP はメン
バーアカウントのエンティティに対するアクセス許可を制限します (各 AWS アカウントのルートユー
ザー など)。Organizations と SCP の詳細については、AWS Organizations ユーザーガイドの「SCP の
仕組み」を参照してください。

• セッションポリシー - セッションポリシーは、ロールまたはフェデレーティッドユーザーの一時的な
セッションをプログラムで作成する際にパラメータとして渡す高度なポリシーです。結果としてセッ
ションの許可される範囲は、ユーザーまたはロールのアイデンティティベースポリシーとセッションポ
リシーの共通部分になります。また、リソースベースのポリシーから許可が派生する場合もあります。
これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。詳細については、IAM 
ユーザーガイドの「セッションポリシー」を参照してください。

複数のポリシータイプ
1 つのリクエストに複数のタイプのポリシーが適用されると、結果として作成される許可を理解するのが
さらに難しくなります。複数のポリシータイプが関連するとき、リクエストを許可するかどうかを AWS 
が決定する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「ポリシーの評価ロジック」を参照してく
ださい。

ユーザー自身のアクセス許可を表示することをユー
ザーに許可する
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。
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Amazon Managed Workflows for Apache Airflow 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

{ 
    "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": "*" 
        } 
    ]
}

Amazon Managed Workflows for Apache Airflow 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
以下の情報を使用して、Amazon MWAA 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ます。

Amazon MWAA でアクションを実行する権限がない
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。担当の管理者はお客様のユーザー名とパスワード
を発行した人です。

iam を実行する権限がない:PassRole
iam:PassRoleアクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合は、ポリシーを更新して 
Amazon MWAA にロールを渡せるようにする必要があります。

一部の AWS のサービス では、新しいサービスロールまたはサービスにリンクされたロールを作成せず
に、既存のロールをサービスに渡すことが許可されています。そのためには、サービスにロールを渡す許
可が必要です。

以下の例のエラーは、という IAM ユーザーがコンソールを使用して Amazon MWAAmarymajor でアク
ションを実行しようする場合に発生します。ただし、このアクションをサービスが実行するには、サービ
スロールから付与されたアクセス許可が必要です。Mary には、ロールをサービスに渡す許可がありませ
ん。
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User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform: iam:PassRole

この場合、メアリーのポリシーを更新してメアリーに iam:PassRole アクションの実行を許可する必要
があります。

サポートが必要な場合は、AWS 管理者に問い合わせてください。サインイン資格情報を提供した担当者が
管理者です。

AWSアカウント以外のユーザーに Amazon MWAA リソースへの
アクセスを許可したい
他のアカウントのユーザーや組織外のユーザーが、リソースにアクセスするために使用できるロールを
作成できます。ロールの引き受けを委託するユーザーを指定することができます。リソースベースのポリ
シーまたはアクセス制御リスト (ACL) をサポートするサービスの場合、それらのポリシーを使用して、リ
ソースへのアクセスを付与できます。

詳細については、以下を参照してください。

• Amazon MWAA がこれらの機能をサポートしているかどうかについては、「」を参照してくださ
いAmazon MWAA と IAM の連携 (p. 320)。

• 所有している AWS アカウント 全体のリソースへのアクセス権を提供する方法については、「IAM ユー
ザーガイド」の「所有している別の AWS アカウント アカウントへのアクセス権を IAM ユーザーに提
供」を参照してください。

• サードパーティーの AWS アカウント にリソースへのアクセス権を提供する方法については、「IAM 
ユーザーガイド」の「第三者が所有する AWS アカウント へのアクセス権を付与する」を参照してくだ
さい。

• ID フェデレーションを介してアクセスを提供する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「外部で
認証されたユーザー (ID フェデレーション) へのアクセスの許可」を参照してください。

• クロスアカウントアクセスでのロールとリソースベースのポリシーの使用の違いの詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールとリソースベースのポリシーとの相違点」を参照してくださ
い。

Amazon MWAA と IAM の連携
Amazon MWAA は IAM アイデンティティベースのポリシーを使用して、Amazon MWAA アクションとリ
ソースにアクセス許可を付与します。Amazon MWAA リソースへのアクセスを制御するために使用できる
カスタム IAM ポリシーの推奨例については、を参照してくださいthe section called “Amazon MWAA 環境
へのアクセス” (p. 35)。

Amazon MWAA およびその他のAWSのサービスが IAM と連携する方法の概要を把握するには、IAM ユー
ザーガイドの IAM と連携するAWSのサービスを参照してください。

Amazon MWAA のアイデンティティベースのポリシー
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 MWAA 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ています。

以下の手順は、IAM コンソールを使用して新しい JSON ポリシーを作成する方法を示しています。このポ
リシーは、Amazon MWAA リソースへの読み取り専用アクセスを提供します。

JSON ポリシーエディタを使用してポリシーを作成するには

1. AWS Management Console にサインインして、IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
iam/) を開きます。
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2. 左側のナビゲーション列で、[ポリシー] を選択します。

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

3. ページの上部で、[ポリシーの作成] を選択します。
4. [JSON] タブを選択します。
5. 次の JSON ポリシードキュメントを入力します。

{ 
        "Version": "2012-10-17", 
        "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "airflow:ListEnvironments", 
                "airflow:GetEnvironment", 
                "airflow:ListTagsForResource" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

6. [ポリシーの確認] を選択します。
Note

いつでも [Visual editor] (ビジュアルエディタ) タブと [JSON] タブを切り替えることができま
す。ただし、[Visual editor] (ビジュアルエディタ) タブで [Review policy] (ポリシーの確認) を
変更または選択した場合、IAM はポリシーを再構成してビジュアルエディタに合わせて最適
化することがあります。詳細については、IAM ユーザーガイドの「ポリシーの再構成」を参
照してください。

7. [ポリシーの確認] ページに作成するポリシーの [名前] と [説明] を入力します。ポリシーの [Summary]
(概要) を参照して、ポリシーによって付与された許可を確認します。次に、[Create policy] (ポリシー
の作成) を選択して作業を保存します。

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。

ポリシーステートメントには、Action 要素または NotAction 要素を含める必要があります。Action
要素は、ポリシーによって許可されるアクションをリストします。NotAction 要素は、許可されていな
いアクションをリストします。

Amazon MWAA のために定義されたアクションには、Amazon MWAA を使用して実行できるタスクが反
映されます。Detective のポリシーアクションには、プレフィックス airflow: が付いています。
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複数のアクションを指定するために、ワイルドカード (*) を使用することもできます。これらのアクション
を個別にリストする代わりに、たとえば、という単語で終わるすべてのアクションへのアクセス権を付与
できますenvironment。

Amazon MWAA アクションのリストについては、IAM ユーザーガイドの「Apache Airflow 用の Amazon マ
ネージドワークフローによって定義されたアクション」を参照してください。

Amazon MWAA のアイデンティティベースポリシーの例
Amazon MWAA ポリシーを確認するには、を参照してくださいAmazon MWAA 環境へのアクセスの管
理 (p. 35)。

デフォルトでは、IAM ユーザーおよびロールにはAmazon MWAA リソースを作成または変更するアクセス
許可はありません。AWS Management Console、AWS CLI、または AWS API を使用してタスクを実行す
ることもできません。

IAM 管理者は、ユーザーとロールに必要な、指定されたリソースで特定の API オペレーションを実行する
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。その後、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アタッチします。

Important

Amazon MWAA リソースへのアクセスを提供するには、IAM ロールと一時的な認証情報を使用す
ることをお勧めします。IAM ユーザーにアクセス権限ポリシーを直接アタッチすることは避けて
ください。

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. 322)
• Amazon MWAA コンソールの使用 (p. 323)
• ユーザー自身のアクセス許可を表示することをユーザーに許可する (p. 318)

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 MWAA 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
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こともできます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の [IAM JSON policy elements: Condition]
(IAM JSON ポリシー要素：条件) を参照してください。

• IAM Access Analyzer を使用して IAM ポリシーを検証し、安全で機能的な許可を確保する - IAM Access 
Analyzer は、新規および既存のポリシーを検証して、ポリシーが IAM ポリシー言語 (JSON) および IAM 
のベストプラクティスに準拠するようにします。IAM Access Analyzer は 100 を超えるポリシーチェッ
クと実用的な推奨事項を提供し、安全で機能的なポリシーを作成できるようサポートします。詳細につ
いては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM Access Analyzer ポリシーの検証」を参照してください。

• 多要素認証 (MFA) を要求する – AWS アカウント で IAM ユーザーまたはルートユーザーを要求するシナ
リオがある場合は、セキュリティを強化するために MFA をオンにします。API オペレーションが呼び
出されるときに MFA を必須にするには、ポリシーに MFA 条件を追加します。詳細については、「IAM 
ユーザーガイド」の「MFA 保護 API アクセスの設定」を参照してください。

IAM でのベストプラクティスの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのセキュリティのベ
ストプラクティス」を参照してください。

Amazon MWAA コンソールの使用

Amazon MWAA コンソールを使用するには、ユーザーまたはロールが、関連する API のアクションに一致
するアクションにアクセスできる必要があります。

Amazon MWAA ポリシーを確認するには、を参照してくださいAmazon MWAA 環境へのアクセスの管
理 (p. 35)。

ユーザー自身のアクセス許可を表示することをユーザーに許可する

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": "*" 
        } 
    ]
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コンプライアンス検証

}

Amazon Managed Workflows for Apache Airflow 
(MWAA)

AWS のサービス が特定のコンプライアンスプログラムの対象であるかどうかを確認するには、「コンプ
ライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサービス のサービス」をご覧いただき、関心のあるコ
ンプライアンスプログラムを選択してください。一般的な情報については、AWS コンプライアンスプログ
ラムを参照してください。

AWS Artifact を使用して、サードパーティーの監査レポートをダウンロードできます。詳細については、
「AWS Artifact におけるダウンロードレポート」を参照してください。

AWS のサービス を使用する際のユーザーのコンプライアンス責任は、ユーザーのデータの機密性や貴社
のコンプライアンス目的、適用される法律および規制によって決まります。AWS では、コンプライアンス
に役立つ次のリソースを提供しています。

• セキュリティとコンプライアンスのクイックスタートガイド — これらのデプロイガイドでは、アーキテ
クチャ上の考慮事項について説明し、セキュリティとコンプライアンスに重点を置いたベースライン環
境を AWS にデプロイするためのステップを示します。

• 「アマゾン ウェブ サービスでの HIPAA のセキュリティとコンプライアンスのためのアーキテクチャ」 
– このホワイトペーパーは、企業が AWS を使用して HIPAA 対象アプリケーションを作成する方法を説
明しています。

Note

すべての AWS のサービス が HIPAA 適格であるわけではありません。詳細については、
「HIPAA 対応サービスのリファレンス」を参照してください。

• AWS コンプライアンスのリソース– このワークブックおよびガイドのコレクションは、顧客の業界と拠
点に適用されるものである場合があります。

• AWS Config デベロッパーガイドのルールでのリソースの評価 - AWS Config サービスでは、自社のプラ
クティス、業界ガイドライン、および規制に対するリソースの設定の準拠状態を評価します。

• AWS Security Hub – この AWS のサービス は、AWS 内のセキュリティ状態の包括的なビューを提供
します。Security Hub では、セキュリティコントロールを使用して AWS リソースを評価し、セキュリ
ティ業界標準とベストプラクティスに対するコンプライアンスをチェックします。サポートされている
サービスとコントロールのリストについては、「Security Hub のコントロールリファレンス」を参照し
てください。

• AWS Audit Manager - この AWS のサービス は AWS の使用状況を継続的に監査し、リスクの管理方法
やコンプライアンスを業界スタンダードへの準拠を簡素化するために役立ちます。

Amazon Managed Workflows、Apache Airflow 
(MWAA)

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として構
築されます。リージョンには、低レイテンシー、高いスループット、そして高度の冗長ネットワークで接
続されている複数の物理的に独立および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。
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インフラストラクチャセキュリティ

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 MWAA のインフラストラクチャセキュリ
ティ

管理型サービスである Amazon MWAkessは、ホワイトペーパー「Amazon Web Services セキュリティプ
ロセスの概要」に記載されているAWSグローバルネットワークのセキュリティ手順で保護されています。

AWSが公開した API 呼び出しを使用して、ネットワーク経由で Amazon MWAA 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、
一時的なセキュリティ認証情報を生成し、リクエストに署名することもできます。

Amazon MWAA での設定と脆弱性の分析
構成および IT 管理は、AWS とお客様の間で共有される責任です。

Amazon Managed Workflows for Apache Airflow (MWAA) 環境では、定期的に Apache Airflow (MWAA) 環
境でのパッチやアップグレードを行います。VPC に適切なアクセスポリシーが使用されていることを確認
する必要があります。

詳細については、以下のリソース を参照してください。

• Amazon Managed Workflows for Apache Airflow (MWAA) (p. 324)
• 責任共有モデル
• Amazon Web Services：セキュリティプロセスの概要
• Amazon MWAA のインフラストラクチャセキュリティ (p. 325)
• Amazon MWAA でのセキュリティのベストプラクティス (p. 325)

Amazon MWAA でのセキュリティのベストプラク
ティス

Amazon MWAA には、独自のセキュリティポリシーを策定および実装する際に考慮すべきさまざまなセ
キュリティ機能が用意されています。以下のベストプラクティスは一般的なガイドラインであり、完全な
セキュリティソリューションに相当するものではありません。これらのベストプラクティスは顧客の環境
に必ずしも適切または十分でない可能性があるので、処方箋ではなく、あくまで有用な検討事項とお考え
ください。

• 権限の制限が最も少ないポリシーを使用してください。ユーザーがタスクを実行するために必要なリ
ソースまたはアクションにのみ権限を付与します。
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Apache Airflow でのセキュリティのベストプラクティス

• AWS CloudTrailアカウント内のユーザーアクティビティを監視するために使用します。
• Amazon S3 バケットポリシーとオブジェクト ACL が、関連する Amazon MWAA 環境のユーザーにオブ

ジェクトをバケットに入れるアクセス権限を付与していることを確認します。これにより、バケットに
ワークフローを追加する権限を持つユーザーには、Airflow でワークフローを実行する権限も与えられま
す。

• Amazon MWAA 環境に関連付けられた Amazon S3 バケットを使用してください。Amazon S3 バケッ
トにはどのような名前でもかまいません。バケットに他のオブジェクトを格納したり、バケットを別の
サービスで使用したりしないでください。

Apache Airflow でのセキュリティのベストプラクティ
ス
Apache エアフローはマルチテナントではありません。Amazon MWAA では一部の機能を特定のユーザー
に限定するアクセス制御手段が実装されていますが (p. 41)、DAG 作成者は Apache Airflow のユーザー権
限を変更したり、基盤となるメタデータベースを操作したりできる DAG を記述できます。

Amazon MWAA で Apache Airflow を使用する際は、環境のメタデータと DAG が安全であることを確認す
るために、次の手順を実行することをお勧めします。

• Amazon MWAA 実行ロールまたは Apache Airflow 接続からアクセスできるものには、その環境に書
き込むことができるユーザーもアクセスできると仮定して、DAG 書き込みアクセス権を持つ、または 
Amazon (p. 48) S3/dags フォルダにファイルを追加できるチームごとに別々の環境を使用してくださ
い。

• Amazon S3 DAG フォルダへの直接アクセスを提供しないでください。代わりに、CI/CD ツールを使用
して Amazon S3 に DAG を書き込み、DAG コードがチームのセキュリティガイドラインを満たしてい
ることを確認する検証手順を実行してください。

• 環境の Amazon S3 バケットへのユーザーアクセスを禁止します。代わりに、DAG を格納する Amazon 
MWAA Amazon S3 バケットとは別の場所に保存されている YAML、JSON、またはその他の定義ファイ
ルに基づいて DAG を生成する DAG ファクトリを使用してください。

• シークレットをSecrets Manager (p. 84) に保存します。これによって DAG を作成できるユーザーが
シークレットを読み取るのを防ぐことはできませんが、環境が使用するシークレットを変更することは
できなくなります。

Apache エアフローユーザー権限の変更を検知
CloudWatch ログインサイトを使用すると、Apache Airflow のユーザー権限を変更する DAG の発生を検出
できます。そのためには、 EventBridge スケジュールされたルール、Lambda 関数、 CloudWatch および
ログインサイトを使用して、いずれかの DAG が Apache Airflow CloudWatch ユーザー権限を変更するた
びにメトリクスに通知を配信できます。

前提条件

次のステップを完了するには、次のものが必要です。

• すべての ApacheINFO エアフローログタイプがログレベルで有効になっている Amazon MWAA 環境。
詳細については、「the section called “エアフローの表示” (p. 285)」を参照してください。

Apache Airflow ユーザー権限の変更に関する通知を設定するには

1. 5 つの Amazon MWAA CloudWatch 環境ロググループ (DAGProcessing、、、およ
びWorker) に対して次の Logs Insights クエリ文字列を実行する Lambda 関数を作成しま
す。SchedulerTaskWebServer
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Apache Airflow でのセキュリティのベストプラクティス

fields @log, @timestamp, @message | filter @message like "add-role" | stats count() by 
 @log

2. 前のステップで作成した Lambda EventBridge 関数をルールのターゲットとして、スケジュールに基
づいて実行されるルールを作成します。cron または rate 式を使用して、定期的に実行するようにスケ
ジュールを設定します。
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Amazon MWAA バージョンについて

Apache Airflow (MWAA) の Apache 
Airflow (MWAA) Apache Airflow 
(MWAA) の Amazon Epache 
Workflows

このページでは、Amazon マネージドワークフロー for Apache Airflow (MWAA) がサポートする Apache 
Airflow のバージョンと、最新バージョンへのアップグレードにおすすめの戦略について説明します。

トピック
• Amazon MWAA バージョンについて (p. 328)
• 最新バージョン (p. 328)
• Apache エアフローバージョン (p. 328)
• Apache Hlow (Apache Hlow (p. 329)
• Apache エアフロー非推奨バージョン (p. 330)
• Apache Airflow バージョンのサポートとよくある質問 (p. 330)

Amazon MWAA バージョンについて
Amazon MWAA は、Apache Airflow リリースを他の一般的なバイナリや Python ライブラリとバンドルし
たコンテナイメージを構築します。このイメージは、指定したバージョンの Apache Airflow ベースイン
ストールを使用します。環境を作成するときは、使用するイメージバージョンを指定します。環境が作成
されると、新しいバージョンにアップグレードするまで、指定されたイメージバージョンを使用し続けま
す。

最新バージョン
Amazon MWAA は複数の Apache エアフローバージョンをサポートしています。環境の作成時にイメージ
バージョンを指定しない場合、Amazon MWAA はサポートされている最新バージョンの Apache Airflow を
使用して環境を作成します。

Apache エアフローバージョン
終了の対象となっているバージョンが、Amazon Apache Airflow (MWAA) で終了の対象となっているバー
ジョンが、Amazon Apache Airflow (MWAA) で終了の対象となっているバージョンが、Amazon Apache 
Airflow (
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Apache Hlow (Apache Hlow

Note

• Apache Airflow v2.2.2 以降、Amazon MWAA では Python 要件、プロバイダーパッケージ、カ
スタムプラグインを Apache Airflow ウェブサーバーに直接インストールできるようになりまし
た。

• Apache Airflow v2.5.1 以降、-c依存関係のインストール時にフラグを指定しない場
合、Amazon MWAA--constraint はフラグを使用してステートメントを適用しま
す。requirements.txtAmazon MWAA は、次のバージョン表に記載されている Apache 
Airflow のバージョンに対応する制約ステートメントを適用します。

--constraint要件ファイルでの使用の詳細については、「Python 依存関係のインストー
ル (p. 129)」を参照してください。

Apache エアフローバー
ジョン

Apache he Het Apache 
he he

Apache he Hlow に関す
る制約

Python バージョン

2.5.1 Apache エアフロー 
v2.5.1 リファレンスガ
イド

Apache エアフロー 
v2.5.1 制約ファイル

Python 3.10

2.4.3 Apache エアフロー 
v2.4.3 リファレンスガ
イド

Apache エアフロー 
v2.4.3 コンストレイン
トファイル

Python 3.10

2.2.2 Apache エアフロー 
v2.2.2 リファレンスガ
イド

Apache エアフロー 
v2.2.2 コンストレイン
トファイル

Python 3.7

2.0.2 アパッチ・エアフロー 
v2.0.2 リファレンスガ
イド

Apache エアフロー 
v2.0.2 制約ファイル

Python 3.7

1 12 Apache Airhe Airflow 
v12 Refhe Airflow v12 
リファレンスガイド

Apache Airflow vhe 
Airflow v12 コンストレ
イントファイル

Python 3.7

メタデータデータベースのバックアップ手順など、自己管理型の Apache Airflow デプロイの移行、または
既存の Amazon MWAA 環境の移行の詳細については、Amazon MWAA 移行ガイドを参照してください。

Apache Hlow (Apache Hlow
このセクションでは、Amazon MWAA の各 Apache Airflow バージョンで使用できる Apache Airflow スケ
ジューラとワーカーの数について説明し、主要な Apache Airflow 機能のリストと、各機能をサポートする
バージョンを示します。

スケジューラ

Apache エアフ
ローバージョン

スケジューラー 
(デフォルト)

スケジューラー 
(最小)

スケジューラー 
(最大)

Apache エアフ
ロー v2 以降

2 2 5
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ワーカー

Apache エアフ
ローバージョン

スケジューラー 
(デフォルト)

スケジューラー 
(最小)

スケジューラー 
(最大)

Apache Heer Airhe 
Apache He

1 1 1

ワーカー

エアフローバー
ジョン

労働者 (最小) 労働者 (最大) ワーカー (デフォ
ルト)

アパッチエアフ
ロー v2

1 25 10

Apache Heer Airhe 
Apache He

1 25 10

Apache エアフロー非推奨バージョン
以下の表に、Amazon MWAA におけるApache Airflow の終了日を示します。新しいバージョンへの移行の
詳細については、Amazon MWAA 移行ガイドを参照してください。

Apache エアフ
ローバージョン

Apache Airflow リ
リース日

アマゾン MWAA 
利用可能日

Amazon MWAA 限
定サポート日

Amazon MWAA の
サポート終了日

1 12 2020 年 8 月 25 日 2020 年 11 月 24 
日

2022 8 2 2 2 2 2 2 
2 2

20 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2

Apache Airflow バージョンのサポートとよくある質
問

Apache Airflow コミュニティのリリースプロセスとバージョンポリシーに従い、Amazon MWAA は常に 3 
つ以上の Apache Airflow のマイナーバージョンをサポートすることを約束しています。Apache Airflow の
特定のマイナーバージョンのサポート終了日については、終了日の最低 90 日前に発表します。

よくある質問
Q: Amazon MWAA は Apache エアフローバージョンをどのくらいの期間サポートしますか?

A: Amazon MWAA は、Apache Airflow のマイナーバージョンを最初にリリースしてから少なくとも 12 か
月間サポートします。

Q: Amazon MWAA で Apache Airflow バージョンのサポート終了する際には通知が届きますか?

A: はい。お客様のアカウント内のいずれかのAmazon MWAA 環境が、Amazon MWAA はAWS Health 
Dashboard、を通じて通知を送信します。

Q: 終了日にはどうなりますか?
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よくある質問

A: 終了日には、終了の対象となっているバージョンで新しい Amazon MWAA 環境を作成できなくなりま
す。既存の環境は、終了の対象となっている終了日までご利用いただけます。

Q: サポート終了日にはどうなりますか?

A: サポート終了日には、終了の対象となっているバージョンが、終了の対象となっているバージョンが、
終了の対象となっているバージョンが、終了の対象となっているバージョンが、終了の対象となっている
バージョンを実行している場合、終了の対象となっているバージョンが、終了の対象となっているバー
ジョンが、終了の対象となっているバージョンが、終了の対象となっているバージョンが、終了の対象
となっているバージョンが、終了の対象となっているバージョンが、終了の対象となっている Amazon 
MWAA で Apache Airflow の新しいバージョンにアップグレードする手順については、Amazon MWAA 移
行ガイドを参照してください。
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サービスエンドポイント

Apache Airflow (MWAA) 用の 
Amazon マネージドワークフロー 
(MWAA) サービスエンドポイントと
クォータ

Apache Airflow 用の Amazon Managed Workflows for Apache Airflow (MWAA) には、次のサービスクォー
タとエンドポイントがあります。サービスクォータ (制限とも呼ばれます) は、AWS アカウントのサービ
スリソースまたはオペレーションの最大数です。

目次
• サービスエンドポイント (p. 332)
• Service quotas (p. 332)
• クォータの引き上げ (p. 332)

サービスエンドポイント
Amazon MWAA のエンドポイントのリストを表示するには、「」を参照してください。Apache Airflow 
(MWAA) 用の Amazon マネージドワークフロー (MWAA) エンドポイントとクォータ。

Service quotas
クォータ名 説明 デフォルトのクォータ 調整可能

環境 各リージョンのアカ
ウントごとの Amazon 
MWAA 環境の最大数。

10 [Yes (はい)]

環境ごとのワーカーの
数

Amazon MWAA 環境
ごとのワーカーの最大
数。

25 はい

クォータの引き上げ
調整可能なクォータの引き上げをリクエストするには、クォータ引き上げのリクエスト。
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Amazon MWAA
このページでは、Amazon Managed Workflows for Apache Airflow (MWAA) を作成します。

目次
• サポートされるバージョン (p. 334)

• Amazon MWAA は Apache エアフロー v2 に対して何をサポートしていますか? (p. 334)
• 古いバージョンの Apache Airflow がサポートされていないのはなぜですか? (p. 334)
• どのPythonバージョンを使用する必要がありますか? (p. 334)
• Amazon MWAApip はどのバージョンのものを使用していますか? (p. 335)

• ユースケース (p. 335)
• Amazon MWAA の用途AWS Step Functions (p. 335)

• 環境仕様 (p. 335)
• 各環境で利用できるタスクストレージの容量はどれくらいですか? (p. 335)
• Amazon MWAA 環境で使用されるデフォルトのオペレーティングシステムは何です

か? (p. 335)
• Amazon MWAA 環境にカスタムイメージを使用できますか? (p. 336)
• アマゾン MWAA は HIPAA に準拠していますか? (p. 336)
• Amazon MWAA はスポットインスタンスをサポートしていますか? (p. 336)
• Amazon MWAA はカスタムドメインをサポートしていますか? (p. 336)
• 自分の環境に SSH で接続できますか? (p. 336)
• VPC セキュリティグループに自己参照ルールが必要なのはなぜですか? (p. 337)
• IAM のさまざまなグループの環境を非表示にすることはできますか? (p. 337)
• Apache エアフローワーカーに一時的なデータを保存できますか? (p. 337)
• 25 個以上の Apache エアフローワーカーを指定できますか? (p. 337)
• Amazon MWAA は共有の Amazon VPC または共有サブネットをサポートしています

か? (p. 337)
• メトリクス (p. 338)

• Worker をスケーリングするかどうかの決定にはどのような指標が使用されますか? (p. 338)
• でカスタムメトリクスを作成できますか CloudWatch? (p. 338)

• DAG、オペレータ、接続、その他の質問 (p. 338)
• は使えますかPythonVirtualenvOperator？ (p. 338)
• Amazon MWAA が新しい DAG ファイルを認識するのにどのくらい時間がかかります

か? (p. 338)
• 私の DAG ファイルが Apache エアフローによって取得されないのはなぜですか? (p. 338)
• plugins.ziprequirements.txt環境からまたはを削除できますか? (p. 339)
• Apache Airflow v2.0.2 管理プラグインメニューに自分のプラグインが表示されないのはなぜ

ですか? (p. 339)
• AWSDatabase Migration Service (DMS) を使用できますか? (p. 339)
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サポートされるバージョン

サポートされるバージョン
Amazon MWAA は Apache エアフロー v2 に対して何
をサポートしていますか?
Amazon MWAA がサポートしている内容については、を参照してくださいApache Airflow (MWAA) の 
Apache Airflow (MWAA) Apache Airflow (MWAA) の Amazon Epache Workflows (p. 328)。

古いバージョンの Apache Airflow がサポートされてい
ないのはなぜですか?
古いバージョンではセキュリティ上の懸念があるため、(発売時の) 最新の Apache Airflow バージョン 
Apache Airflow v1.10.12 のみをサポートしています。

どのPythonバージョンを使用する必要がありますか?
Amazon Managed Workflows for Apache Airflow (MWAA) では、Amazon Managed Workflows for Apache 
Airflow (MWAA) でサポートされています。

Note

• Apache Airflow v2.2.2 以降、Amazon MWAA では Python 要件、プロバイダーパッケージ、カ
スタムプラグインを Apache Airflow ウェブサーバーに直接インストールできるようになりまし
た。

• Apache Airflow v2.5.1 以降、-c依存関係のインストール時にフラグを指定しない場
合、Amazon MWAA--constraint はフラグを使用してステートメントを適用しま
す。requirements.txtAmazon MWAA は、次のバージョン表に記載されている Apache 
Airflow のバージョンに対応する制約ステートメントを適用します。

--constraint要件ファイルでの使用の詳細については、「Python 依存関係のインストー
ル (p. 129)」を参照してください。

Apache エアフローバー
ジョン

Apache Airflow ガイド Apache Airflow の制約 Python バージョン

2.5.1 Apache エアフロー 
v2.5.1 リファレンスガ
イド

Apache エアフロー 
v2.5.1 制約ファイル

Python 3.10

2.4.3 Apache エアフロー 
v2.4.3 リファレンスガ
イド

Apache エアフロー 
v2.4.3 コンストレイン
トファイル

Python 3.10

2.2.2 Apache エアフロー 
v2.2.2 リファレンスガ
イド

Apache エアフロー 
v2.2.2 コンストレイン
トファイル

Python 3.7

2.0.2 アパッチ・エアフロー 
v2.0.2 リファレンスガ
イド

Apache エアフロー 
v2.0.2 制約ファイル

Python 3.7
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ピップバージョン

Apache エアフローバー
ジョン

Apache Airflow ガイド Apache Airflow の制約 Python バージョン

1.10.12 Apache Airflow v1.10.12 
リファレンスガイド

Apache Airflow v1.10.12 
制約ファイル

Python 3.7

メタデータデータベースのバックアップ手順など、自己管理型の Apache Airflow デプロイの移行、または
既存の Amazon MWAA 環境の移行の詳細については、Amazon MWAA 移行ガイドを参照してください。

Amazon MWAApip はどのバージョンのものを使用し
ていますか?
Apache Airflow v1.10.12 を実行している環境では、Amazon MWAApip はバージョン 21.1.2 をインストー
ルします。

Note

Amazon MWAA は Apache エアフロー v1.10.12pip 環境ではアップグレードしません。

Apache Airflow v2 以降を実行している環境では、Amazon MWAApip はバージョン 21.3.1 をインストー
ルします。

ユースケース
Amazon MWAA の用途AWS Step Functions
1. SStep Functions sは1つの注文または100万件の注文の需要に合わせて拡張できるため、SStep 

Functions ctionsを使用して個々の顧客の注文を処理できます。
2. 前日の注文を処理する夜間ワークフローを実行している場合は、Step Functions または Amazon 

MWAA を使用できます。Amazon MWAA では、AWS使用しているリソースからワークフローを抽象
化するオープンソースオプションを利用できます。

環境仕様
各環境で利用できるタスクストレージの容量はどれく
らいですか?
タスクストレージは 10 GB に制限されており、Amazon ECS Fargate 1.3 で指定されています。RAM の
容量は、指定した環境クラスによって決まります。環境クラスの詳細については、「」を参照してくださ
いAmazon MWAA 環境クラスの設定 (p. 91)。

Amazon MWAA 環境で使用されるデフォルトのオペ
レーティングシステムは何ですか?
Amazon MWAA 環境は、Amazon Linux AMI を実行するインスタンス上に作成されます。
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カスタムイメージ

Amazon MWAA 環境にカスタムイメージを使用できま
すか?
カスタム画像はサポートされていません。Amazon MWAA は、Amazon Linux AMI 上に構築されたイメー
ジを使用します。Amazon MWAA は、環境の Amazon S3 バケットに追加した requirements.txtpip3 -r 
install ファイルで指定された要件を満たすように実行することにより、追加の要件をインストールしま
す。

アマゾン MWAA は HIPAA に準拠していますか?
Amazon MWAHealth、Amazon MWAA、Amazon MWAA) で HIPAA ビジネスアソシエイト補遺 (BAA) を
締結している場合は、2022 年 11 月 14 日以降に作成された環境で保護Health 情報 (PHI) を処理するワー
クフローに Amazon MWAA を使用できます。AWS

Amazon MWAA はスポットインスタンスをサポートし
ていますか?
Amazon MWAA は現在、Apache Airflow のオンデマンド Amazon EC2 スポットインスタンスタイプをサ
ポートしていません。ただし、Amazon MWAA 環境では、たとえば Amazon EMR や Amazon EC2 でス
ポットインスタンスをトリガーできます。

Amazon MWAA はカスタムドメインをサポートしてい
ますか?
Amazon MWAA ホスト名にカスタムドメインを使用できるようにするには、次のいずれかを実行します。

• パブリックウェブサーバーにアクセスできる Amazon MWAA デプロイでは、Amazon CloudFront と 
Lambda @Edge を使用してトラフィックをお客様の環境に誘導し、カスタムドメイン名をにマッピン
グできます CloudFront。パブリック環境用のカスタムドメインの設定の詳細と例については、Amazon 
MWAA GitHub サンプルリポジトリにある Amazon MWAA パブリックウェブサーバー用の Amazon 
MWAA カスタムドメインサンプルを参照してください。

• プライベートウェブサーバーにアクセスできる Amazon MWAA デプロイでは、Application Load 
Balancer (ALB) を使用してトラフィックを Amazon MWAA に転送し、カスタムドメイン名を ALB 
にマッピングできます。詳細については、「the section called “Load Balancer サーの使用 (詳
細)” (p. 149)」を参照してください。

自分の環境に SSH で接続できますか?
SSH は Amazon MWAA 環境ではサポートされていませんが、DAG を使用して bash コマンドを実行する
ことは可能ですBashOperator。例:

from airflow import DAG
from airflow.operators.bash_operator import BashOperator
from airflow.utils.dates import days_ago
with DAG(dag_id="any_bash_command_dag", schedule_interval=None, catchup=False, 
 start_date=days_ago(1)) as dag: 
      cli_command = BashOperator( 
          task_id="bash_command", 
          bash_command="{{ dag_run.conf['command'] }}" 
      )
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自己参照ルール

Apache エアフロー UI で DAG をトリガーするには、以下を使用します。

{ "command" : "your bash command"}

VPC セキュリティグループに自己参照ルールが必要な
のはなぜですか?
自己参照ルールを作成すると、ソースが VPC 内の同じセキュリティグループに制限され、すべての
ネットワークに公開されるわけではありません。詳細については、the section called “VPC のセキュリ
ティ” (p. 142) を参照してください。

IAM のさまざまなグループの環境を非表示にすること
はできますか?
で環境名を指定することでアクセスを制限できますがAWS Identity and Access Management、AWSコン
ソールでは表示フィルタリングを使用できません。ユーザーが 1 つの環境を表示できる場合は、すべての
環境が表示されます。

Apache エアフローワーカーに一時的なデータを保存
できますか?
Apache エアフローオペレータは、ワーカーに関する一時的なデータを保存できます。Apache Airflow ワー
カーは、/tmpご使用の環境の Fargate コンテナにある一時ファイルにアクセスできます。

Note

Amazon ECS Fargate 1.3 によると、タスクストレージの合計は 10 GB に制限されています。後
続のタスクが同じ Fargate コンテナインスタンスで実行される保証はありません。/tmpこのイン
スタンスでは別のフォルダを使用する可能性があります。

25 個以上の Apache エアフローワーカーを指定できま
すか?
はい。Amazon MWAA コンソールでは最大 25 の Apache Airflow ワーカーを指定できますが、クォータ
の増額をリクエストすることで、1 つの環境に最大 50 のワーカーを設定できます。詳細については、
「Requesting a quota increase」(クォータ引き上げのリクエスト) を参照してください。

Amazon MWAA は共有の Amazon VPC または共有サ
ブネットをサポートしていますか?
Amazon MWAA は、共有 Amazon VPC または共有サブネットをサポートしていません。環境を作成す
るときに選択する Amazon VPC は、環境を作成しようとしているアカウントが所有している必要があり
ます。ただし、Amazon MWAA アカウントの Amazon VPC から共有 VPC にトラフィックをルーティン
グすることはできます。詳細および共有の Amazon VPC にトラフィックをルーティングする例について
は、Amazon VPC Transit Gateways ガイドの 「インターネットへの集中型アウトバウンドルーティング」
を参照してください。
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メトリクス

メトリクス
Worker をスケーリングするかどうかの決定にはどの
ような指標が使用されますか?
Amazon MWAA CloudWatch はをモニタリングしてQueuedTasks、RunningTasksお客様の環境で Apache 
Airflow Worker をスケーリングするかどうかを判断します。詳細については、モニタリングとメトリク
ス (p. 282) を参照してください。

でカスタムメトリクスを作成できますか CloudWatch?
CloudWatch コンソールにはありません。ただし、カスタムメトリクスを書き込む DAG を作成することは
できます CloudWatch。詳細については、「the section called “DAG を使用してカスタムメトリクスを記述
する” (p. 197)」を参照してください。

DAG、オペレータ、接続、その他の質問
は使えますかPythonVirtualenvOperator？
PythonVirtualenvOperatorは Amazon MWAA では明示的にサポートされていませんが、を使用する
カスタムプラグインを作成できますPythonVirtualenvOperator。サンプルコードについては、「the 
section called “パッチを適用するカスタムプラグイン PythonVirtualenvOperator ” (p. 227)」を参照してく
ださい。

Amazon MWAA が新しい DAG ファイルを認識するの
にどのくらい時間がかかりますか?
DAG は、Amazon S3 バケットから環境を作成します。新しい DAG ファイルを追加した場合、Amazon 
MWAA が新しいファイルの使用を開始するまでに約 300 秒かかります。既存の DAG を更新する場
合、Amazon MWAA が更新を認識するまでに約 30 秒かかります。

これらの値は、新しい DAG の場合は 300 秒、既存の DAG を更新する場合は 30 秒
で、min_file_process_intervalそれぞれ Apache Airflow dag_dir_list_interval設定オプショ
ンに対応しています。

私の DAG ファイルが Apache エアフローによって取
得されないのはなぜですか?
この問題には、以下の解決策があります。

1. 実行ロールに Amazon S3 バケットに対する十分なアクセス許可があることを確認します。詳細につ
いては、Amazon MWAA 実行ロール (p. 48) を参照してください。

2. Amazon S3 バケットにパブリックアクセスをブロックするように設定され、バージョニングが有効に
なっていることを確認します。詳細については、Amazon MWAA 用の Amazon S3 バケットを作成す
る (p. 17) を参照してください。

3. DAG ファイル自体を確認してください。たとえば、各 DAG には固有の DAG ID が割り当てられてい
ることを確認してください。
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plugins.zip または requirements.txt を削除してください

plugins.ziprequirements.txt環境からまたはを
削除できますか?
現在のところ、いったん追加された plugins.zip や requirements.txt を環境から削除する方法はありません
が、現在問題に取り組んでいます。暫定的な回避策は、それぞれ空のテキストファイルまたは zip ファイ
ルを指定することです。詳細については、Amazon S3 のファイルの削除 (p. 133) を参照してください。

Apache Airflow v2.0.2 管理プラグインメニューに自分
のプラグインが表示されないのはなぜですか?
セキュリティ上の理由から、Amazon MWAA 上の Apache Airflow ウェブサーバーはネットワークから
の出力が制限されており、バージョン 2.0.2 環境では Apache Airflow ウェブサーバーにプラグインや
Python 依存関係を直接インストールしません。表示されているプラグインにより、Amazon MWAA は
AWS Identity and Access Management (IAM) で Apache Airflow ユーザーを認証できます。

プラグインと Python の依存関係をウェブサーバーに直接インストールできるようにするには、Apache 
Airflow v2.2 以降を使用して新しい環境を作成することをおすすめします。Amazon MWAA は、Apache 
Airflow v2.2 以降では、Python の依存関係とカスタムプラグインをウェブサーバーに直接インストールし
ます。

AWSDatabase Migration Service (DMS) を使用できま
すか?
Amazon MWAA は DMS オペレーターをサポートしています。ただし、このオペレータを使用して 
Amazon MWAA 環境に関連付けられた Amazon Aurora PostgreSQL メタデータデータベースでアクション
を実行することはできません。
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Amazon Managed Workflows for 
Apache Airflow (MWAA)

このトピックでは、Apache Airflow の Amazon マネージドワークフロー (MWAA) で Apache Airflow を使
用するときに発生する一般的な問題とエラー、およびこれらのエラーを解決するための推奨手順について
説明します。

目次
• トラブルシューティング：Apache Airflow v2 の DAG、オペレータ、接続、およびその他の問

題 (p. 342)
• 接続 (p. 342)

• Secrets Manager に接続できない (p. 342)
• 設定する方法secretsmanager:ResourceTag/<tag-key>シークレットマネージャーの

条件または実行ロールポリシーのリソース制限？ (p. 343)
• Snowflake に接続できない (p. 343)
• Airflow UIで自分の接続が表示されない (p. 344)

• ウェブサーバ (p. 344)
• Webサーバーにアクセスしている 5xx エラーが表示される (p. 344)
• 「スケジューラが実行中ではないようです」というエラーが表示される (p. 344)

• タスク (p. 345)
• タスクが詰まったか、完了していないのが見える (p. 345)

• CLI (p. 347)
• CLI で DAG をトリガーすると「503」エラーが表示される (p. 348)
• なぜなのかdags backfillApache Airflow CLI コマンドが失敗しますか 回避策はありま

すか？ (p. 348)
• 演算子 (p. 348)

• を受け取ったPermissionError: [Errno 13] Permission deniedS3Transform 演算子の使
用中にエラーが発生しました (p. 348)

• トラブルシューティング：Apache Airflow v1 の DAG、オペレータ、接続、およびその他の問
題 (p. 349)

• requirements.txt を更新しています (p. 350)
• ADDINGapache-airflow-providers-amazon環境が失敗する (p. 350)

• Broken DAG (p. 350)
• Amazon DynamoDB オペレータの使用時に「壊れた DAG」エラーが表示され

た (p. 350)
• 「壊れたDAG: psycopg2' という名前のモジュールがありませんエラー (p. 350)
• Slack 演算子の使用時に「壊れた DAG」エラーが表示された (p. 351)
• グーグル/GCP/BigQuery のインストール中にさまざまなエラーが表示されまし

た (p. 351)
• 「壊れたDAG: Cython というモジュールがエラーではありません (p. 351)

• 演算子 (p. 352)
• BigQuery 演算子を使用してエラーが発生しました (p. 352)

• 接続 (p. 352)
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• Snowflake に接続できない (p. 343)
• Secrets Manager に接続できない (p. 353)
• <DB-identifier-name>'.cluster-idでMySQLサーバーに接続できません。 

<region>.rds.amazonaws.com' (p. 354)
• ウェブサーバ (p. 354)

• BigQueryoOperatorを使っていてウェブサーバーがクラッシュする原因になって
る (p. 354)

• Webサーバーにアクセスしている 5xx エラーが表示される (p. 354)
• 「スケジューラが実行中ではないようです」というエラーが表示される (p. 355)

• タスク (p. 355)
• タスクが詰まったか、完了していないのが見える (p. 355)

• CLI (p. 357)
• CLI で DAG をトリガーすると「503」エラーが表示される (p. 358)

• トラブルシューティング：Amazon MWAA 環境の作成と更新 (p. 358)
• requirements.txt の更新 (p. 358)

• 私の新しいバージョンを指定しましたrequirements.txt環境を更新するのに20分以上
かかる (p. 350)

• プラグイン (p. 359)
• Amazon MWAA はカスタム UI の実装をサポートしていますか？ (p. 359)
• カスタムUIの変更をAmazon MWAA ローカルランナープラグイン経由です

が、Amazon MWAAで同じことをしようとすると、変更もエラーも表示されませ
ん。なぜこれが起こっているのですか？ (p. 359)

• バケットの作成 (p. 359)
• S3 パブリックアクセスのブロック設定のオプションを選択できません (p. 360)

• 環境を作成する (p. 360)
• 環境を作ろうとしたら「作成中」状態に詰まってる (p. 360)
• 環境を作成しようとしましたが、ステータスが「作成に失敗しました」と表示され

る (p. 361)
• VPC を選択しようとしましたが、「ネットワーク障害」というエラーが表示されま

した (p. 361)
• 環境を作成しようとしましたが、サービス、パーティション、またはリソースが

「渡す必要があります」というエラーが表示されました (p. 361)
• 環境を作成しようとしましたが、ステータスが「使用可能」と表示されます

が、Airflow UIにアクセスしようとすると、「サーバーからの空の返信」または
「502 Bad Gateway」というエラーが表示される (p. 362)

• 環境を作ろうとしたのにユーザー名はランダムな文字名の束だ (p. 362)
• 環境の更新 (p. 362)

• 環境クラスを変更しようとしましたが、更新に失敗しました (p. 362)
• 環境へのアクセス (p. 362)

• Apache Airflow UI にアクセスできません (p. 362)
• トラブルシューティング: CloudWatch ログと CloudTrail エラー (p. 363)

• ログ (p. 363)
• タスクログが表示されない、または「Cloudwatch log_group からリモートログを読

み取っている」というエラーが表示される (p. 363)
• タスクはログなしで失敗します (p. 364)
• 'が見えるResourceAlreadyExistsException'というエラーが表示される 

CloudTrail (p. 364)
• に「無効なリクエスト」エラーが表示される CloudTrail (p. 364)
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Apache Airflow v2

• 「64 ビット Oracle クライアントライブラリが見つかりません:「libclntsh.so: 共有
オブジェクトファイルを開くことができません: Apache Airflow ログに「そのような
ファイルまたはディレクトリ」はありません (p. 365)

• スケジューラのログに psycopg2「サーバーが予期せず接続を閉じた」と表示され
る (p. 365)

• DAG 処理ログにタスクに「%s」と表示されているのに、「Executor がタスクイン
スタンス %s が終了したと報告 (%s)」と表示される (p. 366)

• 「log_group: airflow-* {*EnvironmentName}-Task log_stream: * {*DAG_ID} /* 
{*TASK_ID} /* {*time} /* {*time} /* {*n} .log」と表示されます。私のタスクログ
に (p. 366)

トラブルシューティング：Apache Airflow v2 の 
DAG、オペレータ、接続、およびその他の問題

このページのトピックでは、Apache Airflow v2 Python 依存関係、カスタムプラグイン、DAG、オペレー
タ、接続、タスク、およびウェブサーバーAmazon Managed Workflows for Apache Airflow (MWAA) 環境
で発生する可能性がある問題。

目次
• 接続 (p. 342)

• Secrets Manager に接続できない (p. 342)
• 設定する方法secretsmanager:ResourceTag/<tag-key>シークレットマネージャーの条件また

は実行ロールポリシーのリソース制限？ (p. 343)
• Snowflake に接続できない (p. 343)
• Airflow UIで自分の接続が表示されない (p. 344)

• ウェブサーバ (p. 344)
• Webサーバーにアクセスしている 5xx エラーが表示される (p. 344)
• 「スケジューラが実行中ではないようです」というエラーが表示される (p. 344)

• タスク (p. 345)
• タスクが詰まったか、完了していないのが見える (p. 345)

• CLI (p. 347)
• CLI で DAG をトリガーすると「503」エラーが表示される (p. 348)
• なぜなのかdags backfillApache Airflow CLI コマンドが失敗しますか 回避策はあります

か？ (p. 348)
• 演算子 (p. 348)

• を受け取ったPermissionError: [Errno 13] Permission deniedS3Transform 演算子の使用中にエ
ラーが発生しました (p. 348)

接続
次のトピックでは、Apache Airflow 接続の使用時または別の接続の使用時に発生する可能性のあるエラー
について説明します。AWSデータベース。

Secrets Manager に接続できない
次のステップを推奨します。
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接続

1. Apache Airflow 接続と変数のシークレットキーを作成する方法については、を参照してください。the 
section called “Secrets Manager を設定する” (p. 84)。

2. Apache Airflow 変数にシークレットキーを使用する方法を学びます (test-variable) ででの秘密鍵
の使用AWS Secrets ManagerApache エアフロー変数用 (p. 206)。

3. Apache Airflow 接続にシークレットキーを使用する方法を学びます (myconn) ででの秘密鍵の使用
AWS Secrets ManagerApache エアフロー接続用 (p. 208)。

設定する方法secretsmanager:ResourceTag/<tag-
key>シークレットマネージャーの条件または実行ロールポリ
シーのリソース制限？

Note

Apache Airflow バージョン 2.0 以前に適用されます。

現在、Apache Airflow の既知の問題により、環境の実行ロールで条件キーやその他のリソース制限を使用
して Secrets Manager シークレットへのアクセスを制限することはできません。

Snowflake に接続できない
次のステップを推奨します。

1. DAG、カスタムプラグイン、Python の依存関係をローカルでテストするには、aws-mwaa-ローカル
ランナーGitHub で。

2. ご使用の環境の requirements.txt に次のエントリを追加します。

apache-airflow-providers-snowflake==1.3.0

3. DAG に、次のインポートを追加します。

from airflow.providers.snowflake.operators.snowflake import SnowflakeOperator

Apache Airflow 接続オブジェクトに次のキーと値のペアが含まれていることを確認します。

1. コネン ID:snowflake_conn
2. Connn タイプ:Snowflake
3. ホスト:<my account>。 <my region if not us-west-2>.snowflakecomputing.com
4. スキーマ:<my schema>
5. ログイン:<my user name>
6. パスワード:********
7. ポート: <port, if any>
8. Extra:

{ 
    "account": "<my account>", 
    "warehouse": "<my warehouse>", 
    "database": "<my database>", 
    "region": "<my region if not using us-west-2 otherwise omit this line>"
}

以下はその例です。
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ウェブサーバ

>>> import json
>>> from airflow.models.connection import Connection
>>> myconn = Connection(
...    conn_id='snowflake_conn',
...    conn_type='Snowflake',
...    host='YOUR_ACCOUNT.YOUR_REGION.snowflakecomputing.com',
...    schema='YOUR_SCHEMA'
...    login='YOUR_USERNAME',
...    password='YOUR_PASSWORD',
...    port='YOUR_PORT'
...    extra=json.dumps(dict(account='YOUR_ACCOUNT', warehouse='YOUR_WAREHOUSE', 
 database='YOUR_DB_OPTION', region='YOUR_REGION')),
... )

Airflow UIで自分の接続が表示されない
Apache Airflow は Apache Airflow UI に接続テンプレートを提供します。これを使用して、接続タイプに関
係なく、接続 URI 文字列を生成します。Apache Airflow UI で接続テンプレートを使用できない場合は、代
替接続テンプレートを使用して、HTTP 接続テンプレートを使用するなどの接続 URI 文字列を生成できま
す。

次のステップを推奨します。

1. Amazon MWAA が提供する接続タイプを Apache エアフロー UI で確認します。Amazon MWAA 環境
にインストールされた Apache エアフロープロバイダーパッケージ (p. 78)。

2. CLI で Apache Airflow 接続を作成するコマンドについては、次の場所を参照してください。Apache 
Airflow (p. 72)。

3. Amazon MWAA の Apache Airflow UI では利用できない接続タイプに対して、Apache Airflow UI で接
続テンプレートを互換的に使用する方法について説明します。接続タイプの概要 (p. 81)。

ウェブサーバ
次のトピックでは、Apache Airflow で発生する可能性のあるエラーについて説明します。ウェブサー
バーAmazon MWAA で。

Webサーバーにアクセスしている 5xx エラーが表示される
次のステップを推奨します。

1. Apache Airflow コンフィギュレーションオプションをチェックします。Apache Airflow コンフィ
ギュレーションオプションとして指定したキーと値のペアを確認します。たとえば、AWS Secrets 
Manager、正しく構成されました。詳細については、「the section called “Secrets Manager に接続で
きない” (p. 353)」を参照してください。

2. をチェックします。requirements.txt。Airflow「extras」パッケージと、にリストされているその
他のライブラリを確認します。requirements.txtお使いの Apache Airflow のバージョンと互換性
があります。

3. Python の依存関係をrequirements.txtファイル、「」を参照してください。requirements.txt での 
Python の依存関係の管理 (p. 274)。

「スケジューラが実行中ではないようです」というエラーが表示
される
スケジューラが実行されていないように見えたり、最後の「ハートビート」が数時間前に受信された場
合、DAG が Apache Airflow に表示されないことがあり、新しいタスクはスケジュールされません。
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タスク

次のステップを推奨します。

1. VPC セキュリティグループがポートへのインバウンドアクセスを許可していることを確認しま
す。5432。このポートは、お使いの環境の Amazon Aurora PostgreSQL メタデータデータベースに
接続するために必要です。このルールが追加されたら、Amazon MWAA に数分を指定すると、エラー
は消えます。詳細については、「the section called “VPC のセキュリティ” (p. 142)」を参照してくだ
さい。

Note

• Aurora PostgreSQL メタデータベースは、Amazon MWAA サービスアーキテク
チャ (p. 2)そして、あなたの中では見えませんAWS アカウント。

• データベース関連のエラーは、通常、スケジューラ障害の症状であり、根本的な原因では
ありません。

2. スケジューラが実行されていない場合は、次のような多くの要因が原因である可能性があ
ります。依存関係のインストールの失敗 (p. 274)、またはオーバーロードされたスケジュー
ラ (p. 259)。CloudWatch Logs で対応するロググループを表示して、DAG、プラグイン、および要件
が正しく機能していることを確認します。詳細については、「モニタリングとメトリクス (p. 282)」
を参照してください。

タスク
次のトピックでは、環境内の Apache Airflow タスクで発生する可能性のあるエラーについて説明します。

タスクが詰まったか、完了していないのが見える
Apache Airflow タスクが「スタック」しているか、完了していない場合は、次の手順をお勧めします。

1. 多数の DAG が定義されている可能性があります。DAG の数を減らし、環境の更新（ログレベルの変
更など）を実行して強制的にリセットします。

a. Airflow は DAG が有効かどうかにかかわらず DAG を解析します。ご使用の環境の容量の 50% 以
上を使用している場合は、Apache Airflow を圧倒し始めることがあります。スケジューラー。こ
れは大規模につながる合計解析時間CloudWatch メトリクスまたは CloudWatch Logs での長い 
DAG 処理時間。Apache Airflow 構成を最適化する方法には、このガイドの対象外です。

b. 環境のパフォーマンスを調整することをお勧めするベストプラクティスの詳細については、
「」を参照してください。the section called “Apache Airflow のパフォーマンスチューニン
グ” (p. 259)。

2. キューには多数のタスクが含まれている可能性があります。これは、多くの場合、「なし」状態の
タスクの数が大きく、増加しているタスクとして表示されるか、で多数のタスクとして表示されま
す。キューに追加済みのタスクおよび/またはタスク保留中のタスクCloudWatch で。このエラーは、
次の原因で発生する可能性があります。

a. 実行するタスクが環境で実行できる容量よりも多い場合、または自動スケーリングの前にキュー
に入れられた多数のタスクにタスクを検出して追加をデプロイする時間がある場合ワーカー。

b. 実行するタスクの数が多い環境で実行できる容量を超える場合は、お勧めします。減らすDAG が
同時に実行するタスクの数や、Apache Airflow の最小値を増やすワーカー。

c. 自動スケーリングで追加のワーカーを検出してデプロイする時間がある前にキューに入れられた
タスクが多数ある場合は、お勧めします。驚異的タスクのデプロイメントおよび/または最小の 
Apache Airflow の増加ワーカー。

d. ♪update-environmentコマンドのAWS Command Line Interface(AWS CLI) の最小数または最大数
を変更するワーカーそれはあなたの環境で実行されます。
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タスク

aws mwaa update-environment --name MyEnvironmentName --min-workers 2 --max-workers 
 10

e. 環境のパフォーマンスを調整することをお勧めするベストプラクティスの詳細については、
「」を参照してください。the section called “Apache Airflow のパフォーマンスチューニン
グ” (p. 259)。

3. 実行中にタスクが削除され、タスクログとして表示され、Apache Airflow ではそれ以上表示されずに
停止することがあります。このエラーは、次の原因で発生する可能性があります。

a. 1) 現在のタスクが現在の環境容量を超え、2) タスクが実行中またはキューに入れられない数分
間、3) 新しいタスクがキューに入れられるという短い瞬間がある場合。

b. Amazon MWAA 自動スケーリングは、ワーカーを追加することで、最初のシナリオに反応しま
す。2 番目のシナリオでは、追加のワーカーが削除されます。キューに入れられているタスクの
中には、ワーカーが削除される過程で発生する可能性があり、コンテナが削除されると終了しま
す。

c. 環境の最小ワーカー数を増やすことをお勧めします。もう 1 つのオプションは、DAG とタスクの
タイミングを調整して、これらのシナリオが発生しないようにすることです。

d. また、最小ワーカーを環境上の最大ワーカーと等しく設定して、自動スケーリングを効果的に
無効にすることもできます。を使用するupdate-environmentコマンドのAWS Command Line 
Interface(AWS CLI) にAutoScaling を無効にするワーカーの最小数と最大数を同じに設定する。

aws mwaa update-environment --name MyEnvironmentName --min-workers 5 --max-workers 
 5

e. 環境のパフォーマンスを調整することをお勧めするベストプラクティスの詳細については、
「」を参照してください。the section called “Apache Airflow のパフォーマンスチューニン
グ” (p. 259)。

4. タスクが「実行中」状態でスタックしている場合は、タスクをクリアしたり、成功または失敗として
マークすることもできます。これにより、環境の Auto Scaling コンポーネントが、環境で実行され
ているワーカーの数をスケールダウンできます。次のイメージは、孤立したタスクの例を示していま
す。

• 孤立したタスクの円を選択し、クリア(図のように)。これにより、Amazon MWAA はワーカーを
スケールダウンできます。そうしないと、Amazon MWAA はどの DAG を有効または無効にする
かを判断できず、キューに入れられたタスクがまだある場合はスケールダウンできません。
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CLI

5. Apache Airflow タスクのライフサイクルについて詳しく説明します。概念のApache Airflow リファレ
ンスガイド。

CLI
次のトピックでは、で Airflow CLI コマンドを実行したときに発生する可能性のあるエラーについて説明し
ます。AWS Command Line Interface。
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演算子

CLI で DAG をトリガーすると「503」エラーが表示される
エアフロー CLI は Apache エアフロー上で実行されます。ウェブサーバーである。同時実行性は制限され
ている。通常、最大 4 つの CLI コマンドを同時に実行できます。

なぜなのかdags backfillApache Airflow CLI コマンドが失敗
しますか 回避策はありますか？

Note

以下が適用されるのは、Apache Airflow v2.0.2 環境にのみ適用されます。

-backfillコマンドは、他の Apache Airflow CLI コマンドと同様に、CLI 操作が適用される DAG に関係
なく、DAG が処理される前にすべての DAG をローカルで解析します。Apache Airflow v2.0.2 を使用する 
Amazon MWAA 環境では、CLI コマンドが実行されるまでにプラグインと要件がまだウェブサーバーにイ
ンストールされていないため、解析操作が失敗し、backfillオペレーションは呼び出されません。環境
内に要件もプラグインもなかった場合は、backfillオペレーションは成功します。

を実行できるようにするにはbackfillCLI コマンドの場合は、bash 演算子で呼び出すことをお勧めしま
す。bash 演算子では、backfillはワーカーから開始され、必要な要件とプラグインがすべて利用可能で
インストールされるため、DAG が正常に解析されます。次の例はを使用して DAG を作成する方法を示し
ています。BashOperatorを実行します。backfill。

from airflow import DAG
from airflow.operators.bash_operator import BashOperator
from airflow.utils.dates import days_ago

with DAG(dag_id="backfill_dag", schedule_interval=None, catchup=False, 
 start_date=days_ago(1)) as dag: 
    cli_command = BashOperator( 
        task_id="bash_command", 
        bash_command="airflow dags backfill my_dag_id" 
    )

演算子
次のトピックでは、Operators の使用時に発生する可能性のあるエラーについて説明します。

を受け取ったPermissionError: [Errno 13] Permission 
deniedS3Transform 演算子の使用中にエラーが発生しました
シェルスクリプトをS3Transformオペレーターとあなたが受け取っているPermissionError: [Errno 
13] Permission deniedというエラーが表示される。次の手順は、既存の plugins.zip ファイルがある
ことを前提としています。を作成している場合新品ですplugins.zip、「」を参照してください。カスタム
プラグインのインストール (p. 116)。

1. DAG、カスタムプラグイン、Python の依存関係をローカルでテストするには、aws-mwaa-ローカル
ランナーGitHub で。

2. 「変換」スクリプトを作成します。

#!/bin/bash
cp $1 $2

3. (オプション) macOS および Linux ユーザーは、スクリプトが実行可能であることを確認するために、
次のコマンドを実行する必要がある場合があります。
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Apache Airflow v1

chmod 777 transform_test.sh

4. plugins.zip にスクリプトを追加します。

zip plugins.zip transform_test.sh

5. 「」の手順を行います。plugins.zip を Amazon S3 にアップロードする (p. 125)。
6. 「」の手順を行います。Amazon MWAA コンソールでの plugins.zip バージョンの指定 (p. 126)。
7. 次の DAG を作成します。

from airflow import DAG
from airflow.providers.amazon.aws.operators.s3_file_transform import 
 S3FileTransformOperator
from airflow.utils.dates import days_ago
import os

DAG_ID = os.path.basename(__file__).replace(".py", "")

with DAG (dag_id=DAG_ID, schedule_interval=None, catchup=False, start_date=days_ago(1)) 
 as dag: 
    file_transform = S3FileTransformOperator( 
        task_id='file_transform', 
        transform_script='/usr/local/airflow/plugins/transform_test.sh', 
        source_s3_key='s3://YOUR_S3_BUCKET/files/input.txt', 
        dest_s3_key='s3://YOUR_S3_BUCKET/files/output.txt' 
    )

8. 「」の手順を行います。Amazon S3 への DAG コードのアップロード (p. 114)。

トラブルシューティング：Apache Airflow v1 の 
DAG、オペレータ、接続、およびその他の問題

このページのトピックには、Apache Airflow v1.10.12 Python 依存関係、カスタムプラグイン、DAG、オ
ペレータ、接続、タスク、およびウェブサーバーAmazon Managed Workflows for Apache Airflow (MWAA) 
環境で発生する可能性のある問題。

目次
• requirements.txt を更新しています (p. 350)

• ADDINGapache-airflow-providers-amazon環境が失敗する (p. 350)
• Broken DAG (p. 350)

• Amazon DynamoDB オペレータの使用時に「壊れた DAG」エラーが表示された (p. 350)
• 「壊れたDAG: psycopg2' という名前のモジュールがありませんエラー (p. 350)
• Slack 演算子の使用時に「壊れた DAG」エラーが表示された (p. 351)
• グーグル/GCP/BigQuery のインストール中にさまざまなエラーが表示されました (p. 351)
• 「壊れたDAG: Cython というモジュールがエラーではありません (p. 351)

• 演算子 (p. 352)
• BigQuery 演算子を使用してエラーが発生しました (p. 352)

• 接続 (p. 352)
• Snowflake に接続できない (p. 343)
• Secrets Manager に接続できない (p. 353)
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requirements.txt を更新しています

• <DB-identifier-name>'.cluster-idでMySQLサーバーに接続できません。 
<region>.rds.amazonaws.com' (p. 354)

• ウェブサーバ (p. 354)
• BigQueryoOperatorを使っていてウェブサーバーがクラッシュする原因になってる (p. 354)
• Webサーバーにアクセスしている 5xx エラーが表示される (p. 354)
• 「スケジューラが実行中ではないようです」というエラーが表示される (p. 355)

• タスク (p. 355)
• タスクが詰まったか、完了していないのが見える (p. 355)

• CLI (p. 357)
• CLI で DAG をトリガーすると「503」エラーが表示される (p. 358)

requirements.txt を更新しています
次のトピックでは、の更新時に発生する可能性のあるエラーについて説明します。requirements.txt。

ADDINGapache-airflow-providers-amazon環境が失敗す
る
apache-airflow-providers-xyzはApache Airflow v2とのみ互換性がある。apache-airflow-
backport-providers-xyzApache Airflow 1.10.12と互換性があります。

Broken DAG
次のトピックでは、DAG の実行時に発生する可能性のあるエラーについて説明します。

Amazon DynamoDB オペレータの使用時に「壊れた DAG」エ
ラーが表示された
次のステップを推奨します。

1. DAG、カスタムプラグイン、Python の依存関係をローカルでテストするにはaws-mwaa-ローカルラ
ンナーGitHub で。

2. 次のパッケージを追加します。requirements.txt。

boto

3. で Python の依存関係を指定する方法を調べるrequirements.txtファイル、「」を参照してくださ
い。requirements.txt での Python の依存関係の管理 (p. 274)。

「壊れたDAG: psycopg2' という名前のモジュールがありません
エラー
次のステップを推奨します。

1. DAG、カスタムプラグイン、Python の依存関係をローカルでテストするにはaws-mwaa-ローカルラ
ンナーGitHub で。

2. 次のコードに追加します。requirements.txtあなたのApache Airflow バージョンで。以下はその例
です。
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Broken DAG

apache-airflow[postgres]==1.10.12

3. で Python の依存関係を指定する方法を調べるrequirements.txtファイル、「」を参照してくださ
い。requirements.txt での Python の依存関係の管理 (p. 274)。

Slack 演算子の使用時に「壊れた DAG」エラーが表示された
次のステップを推奨します。

1. DAG、カスタムプラグイン、Python の依存関係をローカルでテストするにはaws-mwaa-ローカルラ
ンナーGitHub で。

2. 次のパッケージを追加します。requirements.txtApache Airflow のバージョンを指定します。以下
はその例です。

apache-airflow[slack]==1.10.12

3. で Python の依存関係を指定する方法を調べるrequirements.txtファイル、「」を参照してくださ
い。requirements.txt での Python の依存関係の管理 (p. 274)。

グーグル/GCP/BigQuery のインストール中にさまざまなエラーが
表示されました
Amazon MWAA では Amazon Linux を使用しています。Amazon Linux には特定のバージョンの Cython ラ
イブラリと暗号化ライブラリが必要です。次のステップを推奨します。

1. DAG、カスタムプラグイン、Python の依存関係をローカルでテストするにはaws-mwaa-ローカルラ
ンナーGitHub で。

2. 次のパッケージを追加します。requirements.txt。

grpcio==1.27.2
cython==0.29.21
pandas-gbq==0.13.3
cryptography==3.3.2
apache-airflow-backport-providers-amazon[google]

3. バックポートプロバイダーを使用していない場合は、以下を使用できます。

grpcio==1.27.2
cython==0.29.21
pandas-gbq==0.13.3
cryptography==3.3.2
apache-airflow[gcp]==1.10.12

4. で Python の依存関係を指定する方法を調べるrequirements.txtファイル、「」を参照してくださ
い。requirements.txt での Python の依存関係の管理 (p. 274)。

「壊れたDAG: Cython というモジュールがエラーではありません
Amazon MWAA では、特定のバージョンの Cython が必要な Amazon Linux を使用しています。次のス
テップを推奨します。

1. DAG、カスタムプラグイン、Python の依存関係をローカルでテストするにはaws-mwaa-ローカルラ
ンナーGitHub で。
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演算子

2. 次のパッケージを追加します。requirements.txt。

cython==0.29.21

3. Cython ライブラリには、さまざまな必要な pip 依存バージョンがあります。たとえ
ば、awswrangler==2.4.0要求するpyarrow<3.1.0,>=2.0.0なので pip3 はインス
トールを試みますpyarrow==3.0.0壊れた DAG エラーが発生します。最も古い許容可
能なバージョンを明示的に指定することをお勧めします。たとえば、最小値を指定した場
合pyarrow==2.0.0前awswrangler==2.4.0そうするとエラーは消え、requirements.txt正し
くインストールされます。最終的な要件は以下のようになります。

cython==0.29.21
pyarrow==2.0.0
awswrangler==2.4.0

4. で Python の依存関係を指定する方法を調べるrequirements.txtファイル、「」を参照してくださ
い。requirements.txt での Python の依存関係の管理 (p. 274)。

演算子
次のトピックでは、Operators の使用時に発生する可能性のあるエラーについて説明します。

BigQuery 演算子を使用してエラーが発生しました
Amazon MWAA は、UI 拡張機能を持つオペレータをサポートしていません。次のステップを推奨します。

1. DAG、カスタムプラグイン、Python の依存関係をローカルでテストするにはaws-mwaa-ローカルラ
ンナーGitHub で。

2. 回避策は、DAG に設定する行を追加して拡張機能をオーバーライドすることです。<operator 
name>.operator_extra_links = None問題のある演算子をインポートした後。以下はその例で
す。

from airflow.contrib.operators.bigquery_operator import BigQueryOperator
BigQueryOperator.operator_extra_links = None

3. 上記をプラグインに追加することで、すべての DAG にこのアプローチを使用できます。例について
は、the section called “パッチを適用するカスタムプラグイン PythonVirtualenvOperator ” (p. 227) を
参照してください。

接続
次のトピックでは、Apache Airflow 接続の使用時または別の接続の使用時に発生する可能性のあるエラー
について説明します。AWSデータベース。

Snowflake に接続できない
次のステップを推奨します。

1. DAG、カスタムプラグイン、Python の依存関係をローカルでテストするにはaws-mwaa-ローカルラ
ンナーGitHub で。

2. 環境の requirements.txt に次のエントリを追加します。

asn1crypto == 0.24.0
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接続

snowflake-connector-python == 1.7.2

3. DAG に、次のインポートを追加します。

from airflow.contrib.hooks.snowflake_hook import SnowflakeHook
from airflow.contrib.operators.snowflake_operator import SnowflakeOperator

Apache Airflow 接続オブジェクトに次のキーと値のペアが含まれていることを確認します。

1. コネン ID:snowflake_conn
2. Connn タイプ:Snowflake
3. ホスト:<my account>。 <my region if not us-west-2>.snowflakecomputing.com
4. : Schema<my schema>
5. ログイン:<my user name>
6. パスワード:********
7. ポート: <port, if any>
8. Extra:

{ 
    "account": "<my account>", 
    "warehouse": "<my warehouse>", 
    "database": "<my database>", 
    "region": "<my region if not using us-west-2 otherwise omit this line>"
}

以下はその例です。

>>> import json
>>> from airflow.models.connection import Connection
>>> myconn = Connection(
...    conn_id='snowflake_conn',
...    conn_type='Snowflake',
...    host='YOUR_ACCOUNT.YOUR_REGION.snowflakecomputing.com',
...    schema='YOUR_SCHEMA'
...    login='YOUR_USERNAME',
...    password='YOUR_PASSWORD',
...    port='YOUR_PORT'
...    extra=json.dumps(dict(account='YOUR_ACCOUNT', warehouse='YOUR_WAREHOUSE', 
 database='YOUR_DB_OPTION', region='YOUR_REGION')),
... )

Secrets Manager に接続できない
次のステップを推奨します。

1. Apache Airflow 接続と変数用のシークレットキーを作成する方法については、を参照してくださ
い。the section called “Secrets Manager を設定する” (p. 84)。

2. Apache Airflow 変数にシークレットキーを使用する方法を学びます (test-variable) ででの秘密鍵
の使用AWS Secrets ManagerApache エアフロー変数用 (p. 206)。

3. Apache Airflow 接続にシークレットキーを使用する方法を学びます (myconn) ででの秘密鍵の使用
AWS Secrets ManagerApache エアフロー接続用 (p. 208)。
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ウェブサーバ

<DB-identifier-name>'.cluster-idでMySQLサーバーに接続できま
せん。 <region>.rds.amazonaws.com'
Amazon MWAA のセキュリティグループと RDS セキュリティグループには、相互に出入りするトラ
フィックを許可するためのイングレスルールが必要です。次のステップを推奨します。

1. RDS セキュリティグループを変更して、Amazon MWAA の VPC セキュリティグループからのすべて
のトラフィックを許可します。

2. RDS セキュリティグループからのトラフィックを許可するように、Amazon MWAA の VPC セキュリ
ティグループを変更します。

3. タスクを再実行し、CloudWatch Logs で Apache Airflow ログをチェックして SQL クエリが成功した
かどうかを確認します。

ウェブサーバ
次のトピックでは、Apache Airflow で発生する可能性のあるエラーについて説明します。ウェブサー
バーAmazon MWAA で.

BigQueryoOperatorを使っていてウェブサーバーがクラッシュす
る原因になってる
次のステップを推奨します。

1. Apache エアフロー演算子BigQueryOperatorそしてQuboleOperator次のコードを含
むoperator_extra_linksApache Airflow ウェブサーバーがクラッシュする可能性があります。こ
れらのオペレータは Web サーバーにコードをロードしようとしますが、セキュリティ上の理由から
許可されていません。インポートステートメントの後に次のコードを追加して、DAG 内のオペレータ
にパッチを適用することをお勧めします。

BigQueryOperator.operator_extra_links = None

2. DAG、カスタムプラグイン、Python の依存関係をローカルでテストするにはaws-mwaa-ローカルラ
ンナーGitHub で。

Webサーバーにアクセスしている 5xx エラーが表示される
次のステップを推奨します。

1. Apache Airflow の設定オプションをチェックします。Apache Airflow コンフィギュレーションオプ
ションとして指定したキーと値のペアを確認します。たとえば、AWS Secrets Manager、正しく構成
されました。詳細については、「the section called “Secrets Manager に接続できない” (p. 353)」を
参照してください。

2. をチェックします。requirements.txt。Airflow「extras」パッケージと、にリストされているその
他のライブラリを確認します。requirements.txtお使いの Apache Airflow のバージョンと互換性
があります。

3. で Python の依存関係を指定する方法を調べるrequirements.txtファイル、「」を参照してくださ
い。requirements.txt での Python の依存関係の管理 (p. 274)。
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タスク

「スケジューラが実行中ではないようです」というエラーが表示
される
スケジューラが実行されていないように見えたり、最後の「ハートビート」が数時間前に受信された場
合、DAG が Apache Airflow に表示されないことがあり、新しいタスクはスケジュールされません。

次のステップを推奨します。

1. VPC セキュリティグループがポートへのインバウンドアクセスを許可していることを確認しま
す。5432。このポートは、お使いの環境の Amazon Aurora PostgreSQL メタデータデータベースに
接続するために必要です。このルールが追加されたら、Amazon MWAA に数分を指定すると、エラー
は消えます。詳細については、「the section called “VPC のセキュリティ” (p. 142)」を参照してくだ
さい。

Note

• Aurora PostgreSQL メタデータベースは、Amazon MWAA サービスアーキテク
チャ (p. 2)そして、あなたの中では見えませんAWS アカウント。

• データベース関連のエラーは、通常、スケジューラ障害の症状であり、根本的な原因では
ありません。

2. スケジューラが実行されていない場合は、次のような多くの要因が原因である可能性があります。依
存関係のインストールの失敗 (p. 274)、または多重定義済みスケジューラ (p. 259)。CloudWatch Logs 
で対応するロググループを表示して、DAG、プラグイン、および要件が正しく機能していることを確
認します。詳細については、「モニタリングとメトリクス (p. 282)」を参照してください。

タスク
次のトピックでは、環境内の Apache Airflow タスクで発生する可能性のあるエラーについて説明します。

タスクが詰まったか、完了していないのが見える
Apache Airflow タスクが「Stack」しているか、完了していない場合は、次の手順をお勧めします。

1. 多数の DAG が定義されている可能性があります。DAG の数を減らし、環境の更新（ログレベルの変
更など）を実行して強制的にリセットします。

a. Airflow は DAG が有効かどうかにかかわらず DAG を解析します。ご使用の環境の容量の 50% 以
上を使用している場合は、Apache Airflow を圧倒し始めることがあります。スケジューラー。こ
れは大規模につながるTotal Parse TimeCloudWatch メトリクスまたは CloudWatch Logs での長
い DAG 処理時間。Apache Airflow の構成を最適化するには、このガイドの対象外です。

b. 環境のパフォーマンスを調整することをお勧めするベストプラクティスの詳細については、
「」を参照してください。the section called “Apache Airflow のパフォーマンスチューニン
グ” (p. 259)。

2. キュー内に多数のタスクが存在する可能性があります。これは、多くの場合、「なし」状態のタ
スクの数が大きく、増加しているタスクとして表示されるか、で多数のタスクとして表示されま
す。キューに追加済みのタスクおよび/または保留中のタスクCloudWatch で このエラーは、次の原因
で発生することがあります。

a. 実行するタスクが環境で実行できる容量よりも多い場合、または自動スケーリングの前にキュー
に入れられた多数のタスクにタスクを検出して追加をデプロイする時間がある場合ワーカー。

b. 実行するタスクの数が多い環境で実行できる容量を超える場合は、次のことを推奨します。減ら
すDAG が同時に実行するタスクの数や、Apache Airflow の最小値を増やすワーカー。

c. 自動スケーリングで追加のワーカーを検出してデプロイする時間がある前にキューに入れられた
タスクが多数ある場合は、おすすめ驚異的タスクのデプロイメントおよび/または最小の Apache 
Airflow の増加ワーカー。
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タスク

d. ♪update-environmentコマンドのAWS Command Line Interface(AWS CLI) の最小数または最大数
を変更するワーカーそれはあなたの環境で実行されます。

aws mwaa update-environment --name MyEnvironmentName --min-workers 2 --max-workers 
 10

e. 環境のパフォーマンスを調整することをお勧めするベストプラクティスの詳細については、
「」を参照してください。the section called “Apache Airflow のパフォーマンスチューニン
グ” (p. 259)。

3. 実行中にタスクが削除され、タスクログとして表示され、Apache Airflow ではそれ以上表示されずに
停止することがあります。このエラーは、次の原因で発生することがあります。

a. 1) 現在のタスクが現在の環境容量を超え、2) タスクが実行中またはキューに入れられない数分
間、3) 新しいタスクがキューに入れられるという短い瞬間がある場合。

b. Amazon MWAA 自動スケーリングは、ワーカーを追加することで、最初のシナリオに反応しま
す。2 番目のシナリオでは、追加のワーカーが削除されます。キューに入れられているタスクの
中には、ワーカーが削除される過程で発生する可能性があり、コンテナが削除されると終了しま
す。

c. 環境の最小ワーカー数を増やすことをお勧めします。もう 1 つのオプションは、DAG とタスクの
タイミングを調整して、これらのシナリオが発生しないようにすることです。

d. また、最小ワーカーを環境上の最大ワーカーと等しく設定して、自動スケーリングを効果的に
無効にすることもできます。を使用するupdate-environmentコマンドのAWS Command Line 
Interface(AWS CLI) に自動スケーリングの無効化ワーカーの最小数と最大数を同じに設定しま
す。

aws mwaa update-environment --name MyEnvironmentName --min-workers 5 --max-workers 
 5

e. 環境のパフォーマンスを調整することをお勧めするベストプラクティスの詳細については、
「」を参照してください。the section called “Apache Airflow のパフォーマンスチューニン
グ” (p. 259)。

4. タスクが「実行中」状態でスタックしている場合は、タスクをクリアしたり、成功または失敗として
マークすることもできます。これにより、環境の Auto Scaling コンポーネントが、環境で実行されて
いるワーカーの数をスケールダウンできます。次の図は、孤立したタスクの例を示しています。

• 孤立したタスクの円を選択し、クリア(図のように)。これにより、Amazon MWAA はワーカーを
スケールダウンできます。そうしないと、Amazon MWAA はどの DAG を有効または無効にする
かを判断できず、キューに入れられたタスクがまだある場合はスケールダウンできません。
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CLI

5. Apache Airflow タスクライフサイクルの詳細については、を参照してください。概念のApache Airflow 
リファレンスガイド。

CLI
次のトピックでは、で Airflow CLI コマンドを実行したときに発生する可能性のあるエラーについて説明し
ます。AWS Command Line Interface。
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Amazon MWAA 作成/更新

CLI で DAG をトリガーすると「503」エラーが表示される
エアフロー CLI は Apache エアフロー上で実行されます。ウェブサーバーである。同時実行性は制限され
ている。通常、最大 4 つの CLI コマンドを同時に実行できます。

トラブルシューティング：Amazon MWAA 環境の
作成と更新

このページのトピックには、Apache Airflow (MWAA) 環境の作成および更新時に Amazon マネージドワー
クフロー (MWAA) 環境を作成および更新する際に発生する可能性のあるエラー、およびこれらのエラーの
解決方法について説明します。

目次
• requirements.txt の更新 (p. 358)

• 私の新しいバージョンを指定しましたrequirements.txt環境を更新するのに20分以上かか
る (p. 350)

• プラグイン (p. 359)
• Amazon MWAA はカスタム UI の実装をサポートしていますか？ (p. 359)
• カスタムUIの変更をAmazon MWAA ローカルランナープラグイン経由ですが、Amazon 

MWAAで同じことをしようとすると、変更もエラーも表示されません。なぜこれが起こって
いるのですか？ (p. 359)

• バケットの作成 (p. 359)
• S3 パブリックアクセスのブロック設定のオプションを選択できません (p. 360)

• 環境を作成する (p. 360)
• 環境を作ろうとしたら「作成中」状態に詰まってる (p. 360)
• 環境を作成しようとしましたが、ステータスが「作成に失敗しました」と表示され

る (p. 361)
• VPC を選択しようとしましたが、「ネットワーク障害」というエラーが表示されまし

た (p. 361)
• 環境を作成しようとしましたが、サービス、パーティション、またはリソースが「渡す必要

があります」というエラーが表示されました (p. 361)
• 環境を作成しようとしましたが、ステータスが「使用可能」と表示されますが、Airflow UIに

アクセスしようとすると、「サーバーからの空の返信」または「502 Bad Gateway」という
エラーが表示される (p. 362)

• 環境を作ろうとしたのにユーザー名はランダムな文字名の束だ (p. 362)
• 環境の更新 (p. 362)

• 環境クラスを変更しようとしましたが、更新に失敗しました (p. 362)
• 環境へのアクセス (p. 362)

• Apache Airflow UI にアクセスできません (p. 362)

requirements.txt の更新
次のトピックでは、の更新時に発生する可能性のあるエラーについて説明します。requirements.txt。
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プラグイン

私の新しいバージョンを指定しましたrequirements.txt環境
を更新するのに20分以上かかる
環境が新しいバージョンのインストールに 20 分以上かかる場合requirements.txtファイルを指定する
と、環境の更新が失敗し、Amazon MWAA はコンテナイメージの最後の安定バージョンにロールバックさ
れます。

1. パッケージのバージョンを確認します。常に特定のバージョンを指定することをお勧めします (==) ま
たは最大バージョン (>=) の Python の依存関係についてはrequirements.txt。

2. Apache エアフローログをチェックします。Apache Airflow ログを有効にした場合、ロググループがロ
ググループページCloudWatch コンソールで。空白のログが表示される場合、最も一般的な理由は、
ログが書き込まれる CloudWatch または Amazon S3 の実行ロールでアクセス権限がないことが原因
です。詳細については、実行ロール (p. 48) を参照してください。

3. Apache Airflow configuration options を確認してください Secrets Manager を使用している場合
は、Apache Airflow コンフィギュレーションオプションとして指定したキーと値のペアが正しく設
定されていることを確認します。詳細については、the section called “Secrets Manager を設定す
る” (p. 84) を参照してください。

4. VPC ネットワーク設定を確認します。詳細については、the section called “環境が止まった” (p. 360)
を参照してください。

5. 実行ロールの権限を確認します。実行ロールはAWS Identity and Access ManagementAmazon MWAA 
に他のリソースを呼び出すアクセス権限を付与するアクセス権限ポリシーを持つ (IAM) ロールAWS
お客様に代わってサービス (Amazon S3、CloudWatch、Amazon SQS、Amazon ECR など)。あなた
のカスタマー管理のキーまたはAWS所有キーまた、アクセスを許可する必要があります。詳細につい
ては、実行ロール (p. 48) を参照してください。

6. Amazon MWAA 環境の Amazon VPC ネットワークのセットアップと設定をチェックするトラブル
シューティングスクリプトを実行するには、環境の検証のスクリプトAWSGitHub Support ツール。

プラグイン
次のトピックでは、Apache Airflow プラグインの設定または更新時に発生する可能性のある問題について
説明します。

Amazon MWAA はカスタム UI の実装をサポートしていますか？
Apache Airflow v2.2.2 以降、Amazon MWAA は Apache Airflow ウェブサーバーへのプラグインのインス
トールとカスタム UI の実装をサポートしています。Amazon MWAA 環境で Apache Airflow v2.0.2 以降が
実行されている場合、カスタム UI を実装することはできません。

バージョン管理および既存の環境のアップグレードの詳細については、を参照してください。バージョ
ン (p. 328)。

カスタムUIの変更をAmazon MWAA ローカルランナープラグイ
ン経由ですが、Amazon MWAAで同じことをしようとすると、
変更もエラーも表示されません。なぜこれが起こっているのです
か？
Amazon MWAA ローカルランナーには、すべての Apache Airflow コンポーネントが 1 つのイメージにバ
ンドルされており、カスタム UI プラグインの変更を適用できます。

バケットの作成
次のトピックでは、Amazon S3 バケットの作成時に発生する可能性のあるエラーについて説明します。
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環境を作成する

S3 パブリックアクセスのブロック設定のオプションを選択でき
ません
-実行ロール (p. 48)Amazon MWAA 環境では、GetBucketPublicAccessBlockAmazon S3 バケットに
対するアクションで、バケットがパブリックアクセスをブロックしたことを確認します。次のステップを
推奨します。

1. 「」の手順を行います。実行ロールに JSON ポリシーをアタッチします (p. 48)。
2. 次の JSON ポリシーをアタッチします。

{ 
   "Effect":"Allow", 
   "Action":[ 
      "s3:GetObject*", 
      "s3:GetBucket*", 
      "s3:List*" 
   ], 
   "Resource":[ 
      "arn:aws:s3:::YOUR_S3_BUCKET_NAME", 
      "arn:aws:s3:::YOUR_S3_BUCKET_NAME/*" 
   ]
}

のサンプルプレースホルダを置き換えます。YOUR_S3_BUCKET_NAMEAmazon S3 バケット名 (な
ど)my-mwaa-unique-s3-bucket-name。

3. Amazon MWAA 環境の Amazon VPC ネットワークのセットアップと設定をチェックするトラブル
シューティングスクリプトを実行するには、環境の検証のスクリプトAWSGitHub Support ツール。

環境を作成する
次のトピックでは、環境の作成時に発生する可能性のあるエラーについて説明します。

環境を作ろうとしたら「作成中」状態に詰まってる
次のステップを推奨します。

1. で VPC ネットワークをチェックしますパブリックルーティング。Amazon VPC を使用している場
合インターネットアクセスで、次の点を確認してください。

• Amazon VPC が別のネットワーク間のネットワークトラフィックを許可するように設定されてい
ることAWSAmazon MWAA 環境で使用されるリソース（「」を参照）the section called “ネット
ワーキングについて” (p. 137)。たとえば、VPC セキュリティグループは、自己参照ルール内のす
べてのトラフィックを許可するか、オプションで HTTPS ポート範囲 443 および TCP ポート範囲 
5432 のポート範囲を指定する必要があります。

2. で VPC ネットワークをチェックしますプライベートルーティング。Amazon VPC を使用している場
合インターネットにアクセスできないで、次の点を確認してください。

• Amazon VPC が別のネットワーク間のネットワークトラフィックを許可するように設定されて
いることAWSで定義されている Amazon MWAA 環境のリソースthe section called “ネットワーキ
ングについて” (p. 137)。たとえば、2 つのプライベートサブネットはじゃないNAT ゲートウェイ
（または NAT インスタンス）へのルートテーブルを用意し、またインターネットゲートウェイ。

3. Amazon MWAA 環境の Amazon VPC ネットワークのセットアップと設定をチェックするトラブル
シューティングスクリプトを実行するには、環境の検証のスクリプトAWSGitHub Support ツール。
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環境を作成する

環境を作成しようとしましたが、ステータスが「作成に失敗しま
した」と表示される
次のステップを推奨します。

1. VPC ネットワーク設定を確認します。詳細については、the section called “環境が止まった” (p. 360)
を参照してください。

2. ユーザー権限をチェックします。Amazon MWAA は、環境を作成する前に、ユーザーの認証情報に
対してドライランを実行します。あなたのAWSアカウントには権限がない可能性がありますAWS 
Identity and Access Management(IAM) を使用して、環境のリソースをいくつか作成します。たと
えば、プライベートネットワークApache Airflow アクセスモード、AWSアカウントには、管理者か
らAmazonMWAAfullConsoleAccess (p. 37)お使いの環境のアクセス制御ポリシー。アカウントが VPC 
エンドポイントを作成できるようにします。

3. 実行ロールの権限を確認します。実行ロールはAWS Identity and Access ManagementAmazon MWAA 
に他のリソースを呼び出すアクセス権限を付与するアクセス権限ポリシーを持つ (IAM) ロールAWS
お客様に代わってサービス (Amazon S3、CloudWatch、Amazon SQS、Amazon ECR など)。あなた
のカスタマー管理のキーまたはAWS所有キーまた、アクセスを許可する必要があります。詳細につい
ては、実行ロール (p. 48) を参照してください。

4. Apache エアフローログをチェックします。Apache Airflow ログを有効にした場合、ロググループがロ
ググループページCloudWatch コンソールで。空白のログが表示される場合、最も一般的な理由は、
ログが書き込まれる CloudWatch または Amazon S3 の実行ロールでアクセス権限がないことが原因
です。詳細については、実行ロール (p. 48) を参照してください。

5. Amazon MWAA 環境の Amazon VPC ネットワークのセットアップと設定をチェックするトラブル
シューティングスクリプトを実行するには、環境の検証のスクリプトAWSGitHub Support ツール。

6. Amazon VPC を使用している場合なしインターネットアクセス、Amazon S3 ゲートウェイエンド
ポイントを作成し、Amazon S3 にアクセスするために必要な最低限必要なアクセス許可を Amazon 
ECR に付与していることを確認します。Amazon S3 ゲートウェイエンドポイントの作成の詳細につ
いては、以下を参照してください。

• インターネットにアクセスできない Amazon VPC ネットワークを作成する (p. 25)
• Amazon S3 ゲートウェイエンドポイントを作成するのAmazon Elastic Container Regist

VPC を選択しようとしましたが、「ネットワーク障害」という
エラーが表示されました
次のステップを推奨します。

• 環境の作成時に Amazon VPC を選択しようとしたときに「ネットワーク障害」エラーが表示される場
合は、実行中のブラウザ内プロキシをオフにしてから、もう一度お試しください。

環境を作成しようとしましたが、サービス、パーティション、ま
たはリソースが「渡す必要があります」というエラーが表示され
ました
次のステップを推奨します。

• Amazon S3 バケットに指定した URI が URI の末尾に '/' が含まれているため、このエラーが表示され
る可能性があります。パス内の '/' を削除することをお勧めします。値は次の形式にする必要がありま
す。

s3://your-bucket-name
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環境の更新

環境を作成しようとしましたが、ステータスが「使用可能」と
表示されますが、Airflow UIにアクセスしようとすると、「サー
バーからの空の返信」または「502 Bad Gateway」というエラー
が表示される
次のステップを推奨します。

1. VPC セキュリティグループ設定を確認してください。詳細については、the section called “環境が止
まった” (p. 360) を参照してください。

2. にリストした Apache Airflow パッケージがあることを確認します。requirements.txtAmazon 
MWAA で実行している Apache Airflow のバージョンに対応しています。詳細については、Python 依
存関係のインストール (p. 127) を参照してください。

3. Amazon MWAA 環境の Amazon VPC ネットワークのセットアップと設定をチェックするトラブル
シューティングスクリプトを実行するには、環境の検証のスクリプトAWSGitHub Support ツール。

環境を作ろうとしたのにユーザー名はランダムな文字名の束だ
• Apache Airflow では、ユーザー名の最大長は 64 文字です。あなたのAWS Identity and Access 

Management(IAM) ロールがこの長さを超えている場合、ハッシュアルゴリズムを使用してそれを減ら
し、一意のままにします。

環境の更新
次のトピックでは、環境の更新時に発生する可能性のあるエラーについて説明します。

環境クラスを変更しようとしましたが、更新に失敗しました
環境を別の環境クラスに更新した場合（mw1.mediumにmw1.small)、環境を更新するリクエストが失敗
した場合、環境ステータスはUPDATE_FAILEDstate と環境は、以前の安定バージョンの環境にロールバッ
クされ、それに従って課金されます。

次のステップを推奨します。

1. DAG、カスタムプラグイン、Python の依存関係をローカルでテストするaws-mwaa-ローカルラン
ナーGitHub で。

2. Amazon MWAA 環境の Amazon VPC ネットワークのセットアップと設定をチェックするトラブル
シューティングスクリプトを実行するには、環境の検証のスクリプトAWSGitHub Support ツール。

環境へのアクセス
次のトピックでは、環境へのアクセス時に発生する可能性のあるエラーについて説明します。

Apache Airflow UI にアクセスできません
次のステップを推奨します。

1. ユーザー権限をチェックします。Apache Airflow UI を表示できるアクセス権限ポリシーへのアクセス
が許可されていない可能性があります。詳細については、the section called “Amazon MWAA 環境へ
のアクセス” (p. 35) を参照してください。
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2. ネットワークアクセスのチェック。これは、プライベートネットワークアクセスモード。Apache 
Airflow UI の URL は次の形式の場合387fbcn-8dh4-9hfj-0dnd-834jhdfb-vpce.c10.us-
west-2.airflow.amazonaws.com使用している、ということになりますプライベートルーティン
グあなたのApacheエアフローのためにウェブサーバー。Apache Airflow アクセスモードをパブリック
ネットワークアクセスモード、または Apache Airflow の VPC エンドポイントにアクセスするための
メカニズムを作成しますウェブサーバー。詳細については、「the section called “VPC エンドポイン
トへのアクセスの管理” (p. 145)」を参照してください。

トラブルシューティング: CloudWatch ログと 
CloudTrail エラー

このページのトピックには、Amazonへの解決策が含まれています CloudWatch ログとAWS 
CloudTrailAmazon Managed Workflows 用の Amazon マネージドワークフロー (MWAA) でエラーが発生す
る場合があります。

目次
• ログ (p. 363)

• タスクログが表示されない、または「Cloudwatch log_group からリモートログを読み取って
いる」というエラーが表示される (p. 363)

• タスクはログなしで失敗します (p. 364)
• 'が見えるResourceAlreadyExistsException'というエラーが表示される CloudTrail (p. 364)
• に「無効なリクエスト」エラーが表示される CloudTrail (p. 364)
• 「64 ビット Oracle クライアントライブラリが見つかりません:「libclntsh.so: 共有オブジェク

トファイルを開くことができません: Apache Airflow ログに「そのようなファイルまたはディ
レクトリ」はありません (p. 365)

• スケジューラのログに psycopg2「サーバーが予期せず接続を閉じた」と表示され
る (p. 365)

• DAG 処理ログにタスクに「%s」と表示されているのに、「Executor がタスクインスタンス 
%s が終了したと報告 (%s)」と表示される (p. 366)

• 「log_group: airflow-* {*EnvironmentName}-Task log_stream: * {*DAG_ID} /* {*TASK_ID} /* 
{*time} /* {*time} /* {*n} .log」と表示されます。私のタスクログに (p. 366)

ログ
次のトピックでは、Apache Airflow ログを表示するときに表示される可能性のあるエラーについて説明し
ます。

タスクログが表示されない、または「Cloudwatch log_group から
リモートログを読み取っている」というエラーが表示される
空白のログが表示される場合、または閲覧中に次のエラーが表示される場合タスクログエアフロー UI で:

*** Reading remote log from Cloudwatch log_group: airflow-{environmentName}-Task 
 log_stream: {DAG_ID}/{TASK_ID}/{time}/{n}.log.Could not read remote logs from log_group: 
 airflow-{environmentName}-Task log_stream: {DAG_ID}/{TASK_ID}/{time}/{n}.log.

• 次のステップを推奨します。

a. 環境の INFO レベルでタスクログを有効にしていることを確認します。詳細については、Amazon 
でのエアフローログの表示 CloudWatch (p. 285) を参照してください。
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b. オペレータに適切な Python ライブラリをロードできることを確認します。問題の原因となって
いるものが見つかるまで、インポートを削除してみてください。

タスクはログなしで失敗します
ワークフローでタスクが失敗していて、失敗したタスクのログが見つからない場合は、queue次に示すよ
うに、パラメータをデフォルト引数に追加します。

from airflow import DAG
from airflow.operators.bash_operator import BashOperator
from airflow.utils.dates import days_ago

# Setting queue argument to default.
default_args = { 
 "start_date": days_ago(1), 
 "queue": "default"
}

with DAG(dag_id="any_command_dag", schedule_interval=None, catchup=False, 
 default_args=default_args) as dag: 
    cli_command = BashOperator( 
        task_id="bash_command", 
        bash_command="{{ dag_run.conf['command'] }}" 
    )

この問題を解決するには、queueコードから DAG を再度呼び出します。

'が見えるResourceAlreadyExistsException'というエラーが表示さ
れる CloudTrail

"errorCode": "ResourceAlreadyExistsException", 
    "errorMessage": "The specified log stream already exists", 
    "requestParameters": { 
        "logGroupName": "airflow-MyAirflowEnvironment-DAGProcessing", 
        "logStreamName": "scheduler_cross-account-eks.py.log" 
    }

次のような特定の Python 要件apache-airflow-backport-providers-amazonロールバックす
るwatchtowerAmazon MWAA が通信に使用するライブラリ CloudWatch 以前のバージョンに変更しま
す。次のステップを推奨します。

• 次のライブラリを追加しますrequirements.txt

watchtower==1.0.6

に「無効なリクエスト」エラーが表示される CloudTrail

Invalid request provided: Provided role does not have sufficient permissions for s3 
 location airflow-xxx-xxx/dags

Amazon MWAA 環境とそれを使用して Amazon S3 バケットを作成する場合AWS CloudFormationテンプ
レート、追加する必要がありますDependsOnあなたの中のセクションAWS CloudFormationテンプレー
ト。2 つのリソース (MWAA 環境そしてMWAA 実行ポリシー) 依存関係があるAWS CloudFormation。次の
ステップを推奨します。
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• 以下を追加しますDependsOnあなたへのステートメントAWS CloudFormationテンプレート。

... 
      MaxWorkers: 5 
      NetworkConfiguration: 
        SecurityGroupIds: 
          - !GetAtt SecurityGroup.GroupId 
        SubnetIds: !Ref subnetIds 
      WebserverAccessMode: PUBLIC_ONLY 
     DependsOn: MwaaExecutionPolicy

    MwaaExecutionPolicy: 
    Type: AWS::IAM::ManagedPolicy 
    Properties: 
      Roles: 
        - !Ref MwaaExecutionRole 
      PolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - Effect: Allow 
            Action: airflow:PublishMetrics 
            Resource:
...

例については、Amazon ED Workflows for Apache Airflow (MWAA) のクイックスタート・チュートリ
アル (p. 6)を参照してください。

「64 ビット Oracle クライアントライブラリが見つかりません:
「libclntsh.so: 共有オブジェクトファイルを開くことができませ
ん: Apache Airflow ログに「そのようなファイルまたはディレク
トリ」はありません
• 次のステップを推奨します。

• Apache Airflow v2 を使っているなら、追加してくださいcore.lazy_load_plugins : 
FalseApache Airflow 設定オプションとして。詳細については、次を参照してください。設定オ
プションを使用して 2 でプラグインをロードする (p. 98)。

スケジューラのログに psycopg2「サーバーが予期せず接続を閉
じた」と表示される
以下のようなエラーが発生した場合は、Apache Airflow Airflow Airflowスケジューラーリソースが不足して
いる可能性があります。

2021-06-14T10:20:24.581-05:00    sqlalchemy.exc.OperationalError: 
 (psycopg2.OperationalError) server closed the connection unexpectedly
2021-06-14T10:20:24.633-05:00    This probably means the server terminated abnormally
2021-06-14T10:20:24.686-05:00    before or while processing the request.

次のステップを推奨します。

• Apache Airflow v2.0.2 へのアップグレードを検討してください。これにより、最大 5 つまで指定でき
ますスケジューラー。

365



Amazon Managed Workflows for 
Apache Airflow ユーザーガイド

ログ

DAG 処理ログにタスクに「%s」と表示されているのに、
「Executor がタスクインスタンス %s が終了したと報告 (%s)」
と表示される
次のようなエラーが表示される場合は、長時間実行されるタスクが Amazon MWAA のタスク制限時間に
達した可能性があります。Amazon MWAA では、タスクがキューに詰まって自動スケーリングなどのアク
ティビティがブロックされるのを防ぐため、1 つの Airflow タスクに対して 12 時間という制限を設けてい
ます。

Executor reports task instance %s finished (%s) although the task says its %s. (Info: %s) 
 Was the task killed externally

次のステップを推奨します。

• タスクを複数の実行時間の短いタスクに分割することを検討してください。Airflow には通常、オペ
レータが非同期になるモデルがあります。外部システム上のアクティビティを呼び出し、Apache 
Airflow Sensorsがポーリングして完了したことを確認します。センサーが故障しても、オペレーター
の機能に影響を与えずに安全に再試行できます。

「log_group: airflow-* {*EnvironmentName}-Task log_stream: * 
{*DAG_ID} /* {*TASK_ID} /* {*time} /* {*time} /* {*n} .log」と表示さ
れます。私のタスクログに
次のようなエラーが表示される場合は、環境の実行ロールに、タスクログのログストリームを作成するた
めのアクセス権限ポリシーが含まれていない可能性があります。

Could not read remote logs from log_group: airflow-*{*environmentName}-Task log_stream:* 
 {*DAG_ID}/*{*TASK_ID}/*{*time}/*{*n}.log.

次のステップを推奨します。

• 次のサンプルポリシーのいずれかを使用して、環境の実行ロールを変更します。the section called “実
行ロール” (p. 48)。

でプロバイダーパッケージを指定した可能性もありますrequirements.txtお使いの Apache Airflow 
バージョンと互換性のないファイル。たとえば、Apache Airflow v2.0.2 を使用している場合は、次のよう
なパッケージを指定した可能性がありますapache-airflow-providers-databricksパッケージはAirflow 2.1+と
のみ互換性があります。

次のステップを推奨します。

1. Apache Airflow v2.0.2 を使用している場合は、requirements.txtファイルして追加apache-
airflow[databricks]。これにより、Apache Airflow v2.0.2 と互換性のある正しいバージョンの 
Databricks パッケージがインストールされます。

2. DAG、カスタムプラグイン、Python の依存関係をローカルでテストするにはaws-mwaa-local-
runnerオン GitHub。
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Amazon MQのドキュメント履歴
次の表は、2020 年 11 月以降の Amazon MWAA サービスドキュメントへの重要な追加項目をまとめたも
のです。このドキュメントの更新に関する通知を受け取るには、「RSS フィード」を参照してください。

変更 説明 日付

トピックの更新 (p. 367) ユーザーに Amazon MWAA へ
のフルコンソールと API アク
セスを許可するカスタマーマ
ネージド IAM ポリシーを更新
しました。この更新では、ユー
ザーが Amazon MWAA にロー
ルを渡すことを許可するために
にアクセス権限を与える必要
がある理由について説明してい
ます。iam:PassRoleAmazon 
MWAA は、これらの権限を使用
してユーザーに代わってアクショ
ンを実行します。

• the section called “Amazon 
MWAA 環境へのアクセ
ス” (p. 35)

202年

新しいガイダンス (p. 367) Amazon MWAAAWS Secrets 
Manager のバックエンドとし
ての設定に関するトピックを
更新し、検索パターンの使用に
関するガイダンスを提供しまし
た。ルックアップパターンを使
用すると、Apache Airflow が検
索するシークレットが絞り込ま
れ、Amazon MWAA が Secrets 
Manager に対して接続や変数を
取得するために行う API 呼び出
しの数を減らすことができます。
これにより、Secrets Manager を
バックエンドとして使用する場合
にかかるコストが削減されます。

• Secrets Manager のバックエン
ドを Apache Airflow 設定オプ
ションとして作成する (p. 85)

202年

新しい Apache エアフローバー
ジョン (p. 367)

Amazon MWAA は、Apache 
Airflow v2.5.1 をサポートする
ようになりました。この更新に
は、更新されたプロバイダーパッ
ケージに関する情報と、Amazon 
MWAA での Apache Airflow 
v2.5.1 の使用に関する詳細が含ま
れています。

• バージョン (p. 328)

202年
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• the section called “Apache 
Airflow v2.5.1 接続のプロバイ
ダー更新” (p. 79)

新しいトピックとユースケー
ス (p. 367)

Amazon MWAA 環境でのスター
トアップスクリプトの使用に関
する新しいトピックを追加しまし
た。このトピックでは、既存の環
境用の起動スクリプトの設定、そ
れを使用して Linux ランタイムを
インストールする方法、および環
境変数を設定する方法について説
明します。

• the section called “スタート
アップスクリプトを使用す
る” (p. 105)

2023 年 4 月 3 日

プライベートWebサーバーアク
セスに関するセクションを更新
しました (p. 367)

プライベート Web サーバーアク
セスに関する次のトピックを更
新しました。この更新により、
プライベート Web サーバーにア
クセスできる環境では、依存関
係をパッケージ化してインストー
ルするには Python wheel archive 
(.whl) を使用する必要があるこ
とが明確になりました。

• プライベート Web サーバーア
クセスモード (p. 59)

2023 年 2 月 24 日

廃止予定の Apache Airflow バー
ジョンに関する情報を追加しま
した (p. 367)

Amazon MWAA が Apache 
Airflow バージョンの廃止をど
のように管理したかについて
の新しい情報で、バージョント
ピックを更新しました。Apache 
Airflow の新しいバージョンへ
のアップグレードに関するセク
ションと、Apache Airflow v1 と 
Apache Airflow v2 の変更点を説
明するセクションを削除しまし
た。Apache Airflow の新しいバー
ジョンへの移行の詳細について
は、Amazon MWAA 移行ガイド
を参照してください。

• the section called “Apache 
エアフロー非推奨バージョ
ン” (p. 330)

• the section called “Apache 
Airflow バージョンのサポート
とよくある質問” (p. 330)

2023 年 2 月 17 日

368

https://docs.aws.amazon.com/mwaa/latest/userguide/airflow-versions.html
https://docs.aws.amazon.com/mwaa/latest/userguide/airflow-versions.html
https://docs.aws.amazon.com/mwaa/latest/userguide/airflow-versions.html
https://docs.aws.amazon.com/mwaa/latest/migrationguide/index.html
https://docs.aws.amazon.com/mwaa/latest/migrationguide/index.html


Amazon Managed Workflows for 
Apache Airflow ユーザーガイド

Amazon MWAA コンテナメトリ
クスの修正 (p. 367)

コンテナ指標のトピックを更
新し、Clusterディメンショ
ンの下に存在しなかった一
連の誤った指標を削除しまし
た。CPUUtilizationMemoryUtilizationAdditionalWorkerコ
ンポーネントのまたはメトリック
をグラフ化し、統計タイプをに
設定することで、特定の時点で環
境が使用している追加のワーカー
数を評価する方法を説明するセ
クションを追加しましたSample 
Count。

• the section called “追加ワー
カーインスタンスの数の評
価” (p. 306)

2023 年 1 月 20 日

新しい Apache エアフローバー
ジョン (p. 367)

Amazon MWAA は Apache エア
フロー v2.4.3 をサポートする
ようになりました。この更新に
は、更新されたプロバイダーパッ
ケージに関する情報、Amazon 
MWAA での Apache Airflow 
v2.4.3 の使用に関する詳細、およ
び Amazon MWAA の各 Apache 
Airflow バージョンでサポートさ
れている機能に関する統合情報が
含まれています。

• バージョン (p. 328)
• the section called “Apache エア

フロー v2.4.3 接続用のプロバ
イダーパッケージ” (p. 79)

2023 年 1 月 5 日

サービスにリンクされたロール
に関するトピックを更新しまし
た (p. 367)

Amazon MWAAAWS がユーザー
に代わってリソースを作成およ
び管理するために使用するサー
ビスにリンクされたロールに関
する情報を更新しました。これ
には、サービスにリンクされた
ロールが不要になったときに削除
する方法に関する情報が含まれま
す。これには、Amazon MWAA 
CloudWatch AWS/MWAA が名前空
間で追加のメトリックスを公開で
きるようにする、サービスにリン
クされたロールのアクセス権限ポ
リシーが更新されたことが含まれ
ます。

• the section called “サービスリ
ンクロール” (p. 44)

2022 年 11 月 18 日
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サービスメトリックに関する新
しいトピック (p. 367)

Amazon MWAAAWS/MWAA が
名前空間で生成するサービスメ
トリックスを説明する新しいト
ピックを追加しました。これらに
は、Amazon ECS クラスターメ
トリックススケジューラー、ワー
カー、ウェブサーバー、Amazon 
MWAA がスケジューラーとワー
カーを分離できるようにする
キューの Amazon SQS メトリッ
クス、メタデータデータベースの 
Amazon RDS メトリックスが含
まれます。

• the section called “コンテナ、
キュー、データベースのメトリ
クス” (p. 304)

2022 年 11 月 18 日

新しいトピック (p. 367) Amazon MWAA 環境で使用する
プロバイダーパッケージの新しい
バージョンを指定するための制約
ファイルの変更に関する新しいガ
イダンスを追加しました。

• the section called “新しいプ
ロバイダーパッケージの指
定” (p. 80)

2022 年 11 月 18 日

よくある質問のエントリを更新
しました (p. 367)

Amazon MWAA の HIPPA 資格に
関する情報を更新しました。

• the section called “HIPAA への
準拠” (p. 336)

2022 年 11 月 15 日

新しいトピック (p. 367) サービス間の混乱を防ぐ
ため、Amazon MWAA
aws:SourceArnaws:SourceAccount実
行ロールの信頼ポリシーでのグ
ローバル条件コンテキストキーの
使用とグローバル条件コンテキス
トキーに関する新しいトピックを
追加しました。

• the section called “サービス間
の混乱した代理の防止” (p. 56)

2022 年 10 月 21 日

新しいサンプルコード (p. 367) OS レベルのカスタムメトリッ
クをに書き込む手順と DAG 
コード例が更新されました 
CloudWatch。

• the section called “DAG を使用
してカスタムメトリクスを記述
する” (p. 197)

2022 年 9 月 13 日
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新しいサンプルコード (p. 367) 更新された手順と、Apache 
Airflow CLI トークンを取得し、
指定された Amazon MWAA 環境
で DAG を呼び出す新しいAWS 
Lambda Python コード例を追加
しました。

• the section called “Lambda で 
DAG を呼び出す” (p. 231)

2022 年 9 月 12 日

新しいアーキテクチャ
図 (p. 367)

パブリックウェブサーバーとプラ
イベートウェブサーバーがある 
Amazon MWAA 環境を示す新し
いアーキテクチャ図を追加しまし
た。

• the section called “Apache エア
フローアクセスモード” (p. 57)

2022 年 9 月 12 日

新しいサンプルコード (p. 367) 更新された手順と、Apache 
Airflow CLI トークンを取得し、
別の Amazon MWAA 環境で別
の DAG を呼び出す新しい DAG 
コード例を追加しました。

• the section called “さまざまな
環境での DAG の起動” (p. 233)

2022 年 8 月 16 日

新しいサンプルコード (p. 367) 環境の Aurora PostgreSQL にメ
タデータ情報を照会し、結果を 
CSV ファイルに書き込み、その
ファイルを Amazon S3 に保存す
る新しい手順と新しい DAG を追
加しました。

• the section called “環境メタ
データのAmazon S3 へのエク
スポート” (p. 203)

2022 年 8 月 12 日

新しいサンプルコード (p. 367) 更新された手順と、AWS 
CodeArtifact実行時にトークンを
更新し、その結果を Amazon S3 
に保存する新しい DAG を追加し
ました。

• the section called “ビンの更
新AWS CodeArtifact実行時の
トークン” (p. 220)

2022 年 8 月 3 日

新しいサンプルコード (p. 367) Amazon MWAAECSOperator で
を使用するための最新の手順と 
DAG コードサンプルを追加しま
した。

• the section called 
“ECSOperatorの使用” (p. 248)

2022 年 7 月 26 日
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新しいサンプルコード (p. 367) Amazon MWAASSHOperator で
を使用するための最新の手順と 
DAG コードサンプルを追加しま
した。

• the section called 
“SSHOperatorの使用” (p. 192)

2022 年 7 月 15 日

新しいサンプルコード (p. 367) Amazon MWAA で dbt Postgres 
を使用するための新しい手順と 
DAG コードサンプルを追加しま
した。

• the section called “Amazon 
MWAA で dbt を使う” (p. 255)

2022 年 6 月 17 日

新しいトピックとユースケー
ス (p. 367)

パブリックアクセスとプライ
ベートアクセスが可能な Amazon 
MWAA 環境に Python ホイール
ファイルを使用して依存関係をイ
ンストールするための新しい手順
と DAG コードサンプルを追加し
ました。

• Python ホイールを使った依存
関係の管理 (p. 276)

2022 年 5 月 13 日

新しいトピックとユースケー
ス (p. 367)

Amazon MWAA が送信する 
Apache CloudWatch エアフロー
メトリクスの選択に関する新しい
ガイダンスを追加しました。

• レポートする Apache エアフ
ローメトリクスの選択

2022 年 4 月 19 日

新しいガイド (p. 367) Amazon MWAA には、自己管
理型デプロイや既存の Amazon 
MWAA 環境から Apache Airflow 
ワークフローを移行するための移
行ガイドが用意されています。

• アマゾン MWAA 移行ガイド

2022 年 3 月 7 日

新しいトピックとユースケー
ス (p. 367)

Apache Airflow ユーザー権限の変
更を検出するソリューションを含
む、Apache Airflow を操作するた
めの新しいセキュリティベストプ
ラクティスを追加しました。

• the section called “Apache 
Airflow でのセキュリティのベ
ストプラクティス” (p. 326)

2022 年 2 月 18 日
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新しいサンプルコード (p. 367) Pendulum を使用してタイムゾー
ン対応の DAG を作成するための
新しいコードサンプルを追加し、
カスタムプラグインを使用して 
Apache Airflow ログが作成される
タイムゾーンを変更する方法を明
確にしました。

• the section called “DAG のタイ
ムゾーンの変更” (p. 217)

2022 年 2 月 11 日

アパッチ・エアフロー v2.2.2 発
売 (p. 367)

Amazon Managed Workflows 
(MWAA) は、Apache Airflow 
(MWAA) でApache Airflow 
(MWAA) がサポートされる
ようになりました。v2.2 以
降、Amazon MWAA は Python 
パッケージとカスタムプラグイ
ンを Apache Airflow ウェブサー
バーに直接インストールするよう
になり、環境をより柔軟に管理で
きるようになります。詳細につい
ては、以下を参照してください。

• Apache Airflow (MWAA) 
の Apache Airflow (MWAA) 
Apache Airflow (MWAA) 
の Amazon Epache 
Workflows (p. 328).

• the section called “Apache エア
フロー v2.2.2 接続用のプロバ
イダーパッケージ” (p. 80).

• Apache Airflow v2.2.2 の変更履
歴は Apache Airflow ドキュメ
ンテーションウェブサイトにあ
ります。

2022 年 1 月 27 日

新規チュートリアル (p. 367) ユーザーアクセスを指定された 
DAG のサブセットに制限するた
めに、新しいカスタム Apache 
Airflow ロールを作成し、その
ロールを IAM からマップされた 
Apache Airflow ユーザーに割り当
てる方法を示す新しいチュートリ
アルを追加しました。

• the section called “チュートリ
アル:ユーザーを DAG のサブ
セットに制限する” (p. 186)

2021 年 12 月 8 日
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修正内容 (p. 367) CPU 使用率を最適化するための
値の設定に関するベストプラク
ティスの推奨事項を修正しまし
た。scheduler.min_file_process_interval実
行ロールで Secrets Manager リ
ソースへのアクセスを許可する 
IAM ポリシーの例を追加しまし
た。Secrets Manager 条件キーの
使用に関するトラブルシューティ
ングトピックを追加しました。

• スケジューラーが DAG を解
析する方法のパフォーマンス
チューニング (p. 264)

• Amazon MWAA にシークレッ
トSecrets Manager のシーク
レットキーにアクセスする権限
を付与する (p. 85)

• Secrets Manager の Amazon 
MWAA 実行ロールでの条件
キーの設定 (p. 343)

2021 年 11 月 22 日

新しいサンプルコード (p. 367) カスタムプラグインを使用して 
DAG が処理されるタイムゾーン
を変更するための次の新しいコー
ドサンプルと、bash オペレータ
内からdags backfill Apache 
Airflow CLI コマンドを呼び出す
ための新しいトラブルシューティ
ングトピックを追加しました。

• the section called “DAG のタイ
ムゾーンの変更” (p. 217)

• bash 演算子を使用した CLI コ
マンドのバックフィル (p. 348)

2021 年 11 月 1 日

修正内容 (p. 367) Amazon ECS オペレータコード
サンプルの問題を修正し、環境が 
CloudWatch Logs 内の Amazon 
ECS タスクロググループにア
クセスできるように Amazon 
MWAA 実行ロールに必要な追加
の権限を明確にしました。

• Amazon ECS オペレーター権
限 (p. 249)。

2021 年 10 月 26 日

新しいサンプルコード (p. 367) Aurora PostgreSQL データベー
スに DAG の実行に関連する情報
を照会し、その結果を Amazon 
S3CSV に保存されているファイ
ルに書き込む新しいコードサンプ
ルを追加しました。

• the section called “環境メタ
データのAmazon S3 へのエク
スポート” (p. 203).

2021 年 10 月 1 日
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修正内容 (p. 367) Amazon MWAA がターゲット 
Amazon S3 バケットからスケ
ジューラとワーカーに新規および
変更されたオブジェクトを自動的
に同期する方法に関する情報を修
正しました。

• DAG フォルダーの仕組
み (p. 113)

2021 年 10 月 1 日

現在サポートされていま
す (p. 367)

Amazon MWAA は、Apache 
Airflow 2.0 以降のプロバイダー
パッケージを追加でサポートする
ようになりました。サポートされ
るパッケージの詳細については、
以下を参照してください。

• the section called “Apache 
Airflow v2.0.2 接続のプロバイ
ダー更新” (p. 80).

2021 年 9 月 24 日

新しいコマンドとプロシー
ジャ (p. 367)

インターネットにアクセスせずに 
Amazon VPC を使用する場合に 
Amazon S3AWS CLI ゲートウェ
イエンドポイントを作成するため
のガイダンスとコマンド例を追加
しました。

• インターネットにアクセスせず
に Amazon VPC ネットワーク
を作成する (p. 25)。

2021 年 9 月 24 日

新しいトピックとユースケー
ス (p. 367)

以下の変更を追加しました。

• に Amazon エラスティックコ
ンテナサービスのオペレータ
を使用する新しいコードサン
プルを追加しましたthe section 
called “ECSOperatorの使
用” (p. 248)。

• に Apache Airflow プラグイ
ンの設定に関する問題に関す
る新しいトラブルシューティ
ングトピックを追加しまし
たthe section called “プラグイ
ン” (p. 359)。

2021 年
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新しいトピックとユースケー
ス (p. 367)

以下の変更を追加しました。

• で Amazon MWAA GitHub を
使用して継続的デリバリー 
(CD) パイプラインを作成す
るための新しいチュートリア
ルを追加しましたthe section 
called “チュートリアル:継続的
デリバリー (CD) パイプライ
ン” (p. 157)。aws-mwaa-local-
runner

CD パイプラインで
は、Amazon MWAA 環境にデ
プロイする前に Apache Airflow 
コードをローカルでテストでき
ます。

2021 年 9 月 3 日

新しいサポート対象地
域 (p. 367)

Amazon MWAA は、以下のリー
ジョンでご利用いただけるように
なりました。

• アジアパシフィック (ムンバイ) 
ap-south-1

• アジアパシフィック (ソウル) 
ap-northeast-2

• 欧州 (ロンドン) eu-west-2
• 欧州 (パリ) eu-west-3
• カナダ (中部) ca-central-1
• 南米 (サンパウロ) sa-east-1

リージョンアベイラビリティと
サービスエンドポイントの詳細に
ついては、以下のいずれかのセク
ションを参照してください。

• the section called “利用可能な
リージョン” (p. 4)

• の Amazon MWAA エンドポイ
ントとクォータ AWS 全般のリ
ファレンス

2021 年 8 月 31 日

新しいトピックとユースケー
ス (p. 367)

以下の変更を追加しました。

• Amazon MWAA がアカウン
トレベルの Amazon S3 設定 
(s3:GetAccountPublicAccessBlock) 
を取得できるようにサンプルポ
リシーを更新しましたAmazon 
MWAA 実行ロール (p. 48)。

2021 年 8 月 27 日
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修正内容 (p. 367) 以下の変更を追加しました。

• AWS CloudFormationのセキュ
リティグループに対して自己参
照のインバウンドルールを使用
するようにテンプレートを修正
しましたVPC のネットワーク
を作成します (p. 19)。

• AWS CloudFormationのセキュ
リティグループに対して自己
参照のインバウンドルールを
使用するようにテンプレート
を修正しましたAmazon ED 
Workflows for Apache Airflow 
(MWAA) のクイックスター
ト・チュートリアル (p. 6)。

2021 年 8 月 27 日

新しいトピックとユースケー
ス (p. 367)

以下の変更を追加しました。

• Apache Airflow v2.0.2 でサ
ポートされるもののリス
トに DAG デコレータを追
加しましたApache Airflow 
(MWAA) の Apache Airflow 
(MWAA) Apache Airflow 
(MWAA) の Amazon Epache 
Workflows (p. 328)。

2021 年 8 月 20 日

新しいトピックとユースケー
ス (p. 367)

以下の変更を追加しました。

• celery.sync_parallelismに
ユースケースを追加しまし
たAmazon MWAA での Apache 
エアフローのパフォーマンス
チューニング (p. 259)。

• クォータページにサービスエ
ンドポイントを追加し、名前を
に変更しましたApache Airflow 
(MWAA) 用の Amazon マネー
ジドワークフロー (MWAA) 
サービスエンドポイントと
クォータ (p. 332)。

• でのユーザーフィードバッ
クに基づいて、Amazon 
Managed Workflows for 
Apache Airflow (MWAA) の開始
方法 (p. 16)ネットワークの前
提条件を明確にしました。

• サポートされていない Airflow 
CLIdags list-runs コマ
ンドに移動しましたApache 
Airflow (p. 72)。dags next-
execution

2021 年 8 月 13 日
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新しいサンプルコード (p. 367) 以下の変更を追加しました。

• Apache Airflow v2.0.2 の変数
を設定、取得、削除するた
めの bash の例を追加しまし
たApache Airflow (p. 72)。

• Apache エアフロー 
v2.0.2Amazon MWAA for 
Amazon RDS for Microsoft 
SQL Server を使用す
る (p. 235) の依存関係とエアフ
ロー接続例をに追加しました。

2021 年 8 月 13 日

修正内容 (p. 367) 以下の変更を追加しました。

• でのユーザーフィードバッ
クに基づく Pythonを使用
して SSH 接続を作成す
るSSHOperator (p. 192) コー
ドサンプルを修正しました。

2021 年 8 月 13 日

新しいトピックとユースケー
ス (p. 367)

以下の変更を追加しました。

• でサポートされている Airflow 
CLIvariables set コマ
ンドに移動しましたApache 
Airflow (p. 72)。

• Python 依存関係のインス
トール (p. 127)ユーザーから
のフィードバックに基づい
て、Airflow バージョンページ
から v2.0.2 の変更点の概要を
追加しました。

• Apache Airflow (p. 72)ユーザー
からのフィードバックに基づい
て、Airflow バージョンページ
から v2.0.2 の変更点の概要を
追加しました。

• 接続タイプの概要 (p. 81)ユー
ザーからのフィードバックに
基づいて、Airflow バージョン
ページから v2.0.2 の変更点の
概要を追加しました。

• カスタムプラグインのインス
トール (p. 116)ユーザーから
のフィードバックに基づい
て、Airflow バージョンページ
から v2.0.2 の変更点の概要を
追加しました。

• DAG の追加または更新する
には (p. 112)ユーザーから
のフィードバックに基づい
て、Airflow バージョンページ
から v2.0.2 の変更点の概要を
追加しました。

2021 年 8 月 6 日
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新しいサンプルコード (p. 367) 以下の変更を追加しました。

• に Apache エアフロー v2.0.2 
サンプルコードを追加しまし
たDAG を使用して CLI で変数
をインポートする (p. 190)。

• に Apache エアフロー v2.0.2 
サンプルコードを追加しまし
たLambda 関数による DAG の
呼び出し (p. 231)。

2021 年 8 月 6 日

新しいトピックとユースケー
ス (p. 367)

以下の変更を追加しました。

• に「Airflow UI に接続が表示
されない」のトラブルシュー
ティングトピックを追加し
ましたAmazon Managed 
Workflows for Apache Airflow 
(MWAA) (p. 340)。

• Amazon MWAA がサポートす
る Amazon VPC のリストを
追加しましたAmazon MWAA 
でのネットワーキングについ
て (p. 137)。

2021 年 7 月 29 日

修正内容 (p. 367) 以下の変更を追加しました。

• ユーザーからのフィードバック
に基づく Python コードサンプ
ルを修正して、Web ログイン
トークンを印刷するようにしま
したApache Airflow ウェブログ
イントークンの作成 (p. 64)。

• ユーザーのフィードバックに基
づいてSnowflake接続トピック
を修正し、Amazon Managed 
Workflows for Apache Airflow 
(MWAA) (p. 340)のウェアハウ
スパラメーターに一重引用符を
使用するようにしました。

2021 年 7 月 29 日
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削除または移動されたトピッ
ク (p. 367)

以下の変更を追加しました。

• 既存のページを、モニタリン
グとメトリクスのドキュメント
ページをすべて含めるように制
限しましたAmazon Managed 
Workflows for Apache Airflow 
(MWAA) (p. 282)。

• の Apache エアフロー 
v2 環境メトリクス 
CloudWatch (p. 292)モニタリ
ングとメトリックのナビゲー
ションメニューに移動しまし
た。

• の Apache エアフロー 
v1 環境メトリクス 
CloudWatch (p. 299)モニタリ
ングとメトリックのナビゲー
ションメニューに移動しまし
た。

2021 年 7 月 23 日

新しいガイド (p. 367) 以下の変更を追加しました。

• 作成済みAmazon MWAA 環境
にインストールされた Apache 
エアフロープロバイダーパッ
ケージ (p. 78)。

• 作成済みAmazon MWAA での
モニタリングの概要 (p. 282)。

• 作成済みの監査ログの表示
AWS CloudTrail (p. 283)。

• 作成済みAmazon での
エアフローログの表示 
CloudWatch (p. 285)。

2021 年 7 月 23 日

修正内容 (p. 367) 以下の変更を追加しました。

• ユーザーフィードバックに基づ
く Python コードサンプルを修
正して Airflow 接続文字列を正
しい順序で生成し、にポートパ
ラメータを追加しましたAWS 
Secrets Managerシークレット
を使用する Apache Airflow 接
続を設定する (p. 84)。

• ユーザーのフィードバックに
基づいて unzip パッケージを
ローカルにインストールする
手順を追加しましたOracle で
カスタムプラグインを作成す
る (p. 211)。

2021 年 7 月 23 日
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新しいトピックとユースケー
ス (p. 367)

以下の変更を追加しました。

• にAWS DMS オペレーター
向けのトピックを追加しまし
たAmazon MWAA (p. 333)。

• Amazon Managed 
Workflows for Apache Airflow 
(MWAA) (p. 340)リモートログ
エラーのトラブルシューティン
グトピックをに追加しました。

• でサポートされていない 
Airflow CLIvariables set コ
マンドに移動しましたApache 
Airflow (p. 72)。

2021年7月16日

新しいトピックとユースケー
ス (p. 367)

以下の変更を追加しました。

• でのユーザーフィー
ドバックに基づいて 
requirements.txtPython 依存関
係のインストール (p. 127) ファ
イルを作成する手順を順次追加
しました。

• でのユーザーフィードバッ
クに基づいて plugins.zipカス
タムプラグインのインストー
ル (p. 116) ファイルを作成する
手順を順次追加しました。

• Apache Airflow (MWAA) の 
Amazon マネージドワークフ
ロー (MWAA) API リファレン
スガイドの API リファレンス
ガイドに、ユーザーガイド全体
にクロスリファレンスリンクを
追加しました。

• の Airflow 2.0 の [管理] > [プ
ラグイン] メニューにプラグ
インが表示されない理由につ
いてのトピックを追加しまし
たAmazon MWAA (p. 333)。

2021 年 7 月 9 日

新しいガイド (p. 367) 以下の変更を追加しました。

• 作成済みAmazon S3 のファイ
ルの削除 (p. 133)。

2021 年 7 月 9 日
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新しいトピックとユースケー
ス (p. 367)

以下の変更を追加しました。

• サポートされている値のリス
トをに追加しましたカスタマー
マネージドキーの暗号化での使
用 (p. 311)。

• でのユーザーフィードバックに
基づいて、プライベートリポジ
トリの URL の例を更新し、明
確にしましたrequirements.txt 
での Python の依存関係の管
理 (p. 274)。

2021 年 7 月 2 日

新しいサンプルコード (p. 367) 以下の変更を追加しました。

• AWS Secrets Managerで
の SSH 接続にプライベー
トキーを使用する Apache 
Airflow v1.10.12 サンプル
コードを追加しましたを使
用して SSH 接続を作成す
るSSHOperator (p. 192)。

2021 年 7 月 2 日

新しいトピックとユースケー
ス (p. 367)

以下の変更を追加しました。

• StartedTaskInstances 
FinishedTaskInstances に指標
が追加されましたの Apache 
エアフロー v2 環境メトリクス 
CloudWatch (p. 292)。

2021 年 6 月 25 日

新しいサンプルコード (p. 367) 以下の変更を追加しました。

• に Apache エアフロー v2.0.2 
サンプルコードを追加しまし
たAmazon EKS での Amazon 
MWAA の使用 (p. 240)。

2021 年 6 月 25 日

新しいガイド (p. 367) 以下の変更を追加しました。

• 作成済みAmazon MWAA での 
Apache エアフローのパフォー
マンスチューニング (p. 259)。

2021 年 6 月 25 日
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新しいトピックとユースケー
ス (p. 367)

以下の変更を加えました。

• サポートされている Apache 
Airflow v2.0.2 CLI コマ
ンドに、connections 
addconnections deleteお
よびを追加しましたApache 
Airflow (p. 72)。

• AWS CloudFormationで利用で
きる最新バージョンは Apache 
Airflow v2.0.2Amazon ED 
Workflows for Apache Airflow 
(MWAA) のクイックスター
ト・チュートリアル (p. 6) にあ
ることを追加しました。

• Apache Airflow ワーカーに一
時データを保存するための
質問を追加しましたAmazon 
MWAA (p. 333)。

• 「Executor がタスクイン
スタンス %s の終了を報告
する」Amazon Managed 
Workflows for Apache Airflow 
(MWAA) (p. 340) エラーのト
ピックをに追加しました。

• 「サーバーが予期せず接続を閉
じました」ログのトピックを追
加しましたAmazon Managed 
Workflows for Apache Airflow 
(MWAA) (p. 340)。

• 要塞ホストへの SSH トンネル
で CLI コマンドを実行する例
を追加しましたApache エア
フロー CLI トークンを作成す
る (p. 67)。

• Amazon Managed 
Workflows for Apache Airflow 
(MWAA) (p. 340)ランダムに生
成されたユーザー名のトピック
をに追加しました。

• CLI で DAG を実行すると
発生する 503 エラーに関
するトピックがに追加され
ましたAmazon Managed 
Workflows for Apache Airflow 
(MWAA) (p. 340)。

• Apache Airflow v2.0.2 のカスタ
ムプラグインに関するトピック
を追加しました。これには、各 
Airflowcore.lazy_load_plugins : 
False プロセスの開始時に
プラグインをロードしてバー
ジョンのデフォルト設定をオー
バーライドする Airflow 設定オ
プションが必要ですAmazon 

2021 年 6 月 18 日

383



Amazon Managed Workflows for 
Apache Airflow ユーザーガイド

MWAA での Apache エア
フロー設定オプションの使
用 (p. 97)。

• に Apache Airflow v2.0.2 プラ
グインのサンプルコードのエ
アフロー設定オプションの手順
を追加しましたApache Hive と 
Hadoop を使用してカスタムプ
ラグインを作成する (p. 223)。

• に Apache Airflow v2.0.2 プラ
グインのサンプルコードのエア
フロー設定オプションの手順を
追加しましたランタイム環境変
数を生成するカスタムプラグイ
ンの作成 (p. 215)。

• に Apache Airflow v2.0.2 プラ
グインのサンプルコードのエア
フロー設定オプションの手順を
追加しましたApache Airflow 用
のカスタムプラグインの作成 
PythonVirtualenvOperator (p. 227)。

• に Apache Airflow v2.0.2 プラ
グインのサンプルコードのエ
アフロー設定オプションの手
順を追加しましたOracle で
カスタムプラグインを作成す
る (p. 211)。

新しいサンプルコード (p. 367) 以下の変更を加えました。

• に Apache エアフロースノーフ
レーク接続のサンプルコードを
追加しましたでの秘密鍵の使用
AWS Secrets ManagerApache 
Airflow スノーフレーク接続
用 (p. 195)。

2021 年 6 月 18 日
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新しいトピックとユースケー
ス (p. 367)

以下の変更を加えました。

• にサーバー側暗号化ガイダン
スを次を追加しましたAmazon 
MWAA 用の Amazon S3 バ
ケットを作成する (p. 17)。

• Apache エアフロー v2.0.2AWS 
Secrets Managerシークレット
を使用する Apache Airflow 接
続を設定する (p. 84) のシーク
レットバックエンドをに追加し
ました。

• Apache Airflow ワーカーの
クォータ増加リクエストに関す
る質問を追加しましたAmazon 
MWAA (p. 333)。

• Apache Airflow Workersをス
ケーリングするかどうかを
決定するためにどのメトリッ
クを使用するかについての
質問を追加しましたAmazon 
MWAA (p. 333)。

• にカスタムメトリクスを作成
するための質問を追加しまし
たAmazon MWAA (p. 333)。 
CloudWatch

• プライベートルーティングを
使用する VPC の Amazon S3 
VPC インターフェイスエンド
ポイントのプライベート IP ア
ドレスを有効にする手順を追加
しましたプライベートルーティ
ングを使用して Amazon VPC 
に必要な VPC サービスエンド
ポイントを作成する (p. 149)。

• ローカルポートフォワーディ
ングを使用して SSH トンネル
を設定するオプションが追加さ
れましたチュートリアル:Linux 
Bastion ホストを使用したプラ
イベートネットワークアクセス
の設定 (p. 179)。

2021 年 6 月 2 日

新しいサンプルコード (p. 367) 以下の変更を加えました。

• Amazon Aurora PostgreSQL 
メタデータデータベースにク
エリを実行し、 CloudWatch 
カスタムメトリックスをで 
Amazon に公開する DAG の
サンプルコードを追加しま
したDAG を使用してカス
タムメトリクスを書き込む 
CloudWatch (p. 197)。

2021 年 6 月 2 日
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新しいガイド (p. 367) 以下の変更を加えました。

• の Apache Airflow UI接続タイ
プの概要 (p. 81) で接続テンプ
レートを相互に使用する方法に
関するガイドを作成しました。

2021 年 6 月 2 日

修正内容 (p. 367) 以下の変更を加えました。

• 「オプション 3: インターネッ
トにアクセスせずに VPC ネッ
トワークを作成する」AWS 
CloudFormation のテンプレー
トに Apache Airflow VPC エ
ンドポイントを追加しまし
たVPC のネットワークを作成
します (p. 19)。

2021 年 6 月 2 日
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アパッチ・エアフロー v2.0.2 発
売 (p. 367)

Apache Airflow v2.0.2 が一般公開
されるようになりました。

• 作成済みApache Airflow 
(MWAA) の Apache Airflow 
(MWAA) Apache Airflow 
(MWAA) の Amazon Epache 
Workflows (p. 328)。

• 作成済みの Apache エア
フロー v2 環境メトリクス 
CloudWatch (p. 292)。

• Apache Airflow v2.0.2Amazon 
MWAA での Apache エア
フロー設定オプションの使
用 (p. 97) のバージョン固有の
リンクをに追加しました。

• に Apache エアフロー 
v2.0.2Python 依存関係のイン
ストール (p. 127) バージョン固
有のガイダンスを追加しまし
た。

• に Apache エアフロー 
v2.0.2requirements.txt で
の Python の依存関係の管
理 (p. 274) バージョン固有のガ
イダンスを追加しました。

• に Apache エアフロー v2.0.2 
サンプルプラグインを追加しま
したカスタムプラグインのイン
ストール (p. 116)。

• に Apache エアフロー v2.0.2 
サンプルコードを追加しまし
たAmazon MWAA 環境での 
Aurora PostgreSQL データベー
スクリーンアップ (p. 200)。

• に Apache エアフロー v2.0.2 
サンプルコードを追加しま
したでの秘密鍵の使用AWS 
Secrets ManagerApache エア
フロー接続用 (p. 208)。

• に Apache エアフロー v2.0.2 
サンプルコードを追加しま
したApache Airflow 用のカ
スタムプラグインの作成 
PythonVirtualenvOperator (p. 227)。

• に Apache エアフロー v2.0.2 
コマンドを追加しまし
たApache Airflow (p. 72)。

• に Apache エアフロー v2.0.2 
スクリプトを追加しまし
たApache エアフロー CLI トー
クンを作成する (p. 67)。

• 既存の Apache Airflow 
v1.10.12 メトリクスの内容を

2021 年 5 月 26 日
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明確にし、に Apache Airflow 
メトリクスのカテゴリを追
加しましたの Apache エア
フロー v1 環境メトリクス 
CloudWatch (p. 299)。

• Amazon MWAA はデフォルト
で最新の Apache Airflow バー
ジョンを使用するという注記を
追加しましたAmazon MWAA 
環境を作成する (p. 30)。

新しいトピックとユースケー
ス (p. 367)

以下の変更を加えました。

• 行き詰まったり実行されてい
ない AirflowAmazon Managed 
Workflows for Apache Airflow 
(MWAA) (p. 340) タスクのトラ
ブルシューティングに関するガ
イダンスを追加しました。

2021 年 5 月 14 日

修正内容 (p. 367) 以下の変更を加えました。

• の最新のJavaバージョン
を使用するようにサンプ
ルプラグインコードを更
新しましたApache Hive と 
Hadoop を使用してカス
タムプラグインを作成す
る (p. 223)。以前はそうでし
たos.environ["JAVA_HOME"]="/
usr/lib/jvm/jre-1.8.0-
openjdk-1.8.0.272.b10-1.amzn2.0.1.x86_64"。

2021 年 5 月 12 日

削除または移動されたトピッ
ク (p. 367)

以下の変更を加えました。

• Amazon Managed 
Workflows for Apache Airflow 
(MWAA) (p. 340)トピックをカ
テゴリ別に新しいページに移動
しました。

2021 年 5 月 10 日

新しいトピックとユースケー
ス (p. 367)

以下の変更を加えました。

• Amazon S3Amazon MWAA で 
DAG を操作する (p. 112) バ
ケットの概要をに

2021 年 5 月 10 日

削除または移動されたトピッ
ク (p. 367)

以下の変更を加えました。

• Apache エアフロー UI への
アクセス (p. 63)最上位のナビ
ゲーションに移動し、Apache 
Airflow ウェブログイントー
クンの作成 (p. 64)Apache 
エアフロー CLI トークンを
作成する (p. 67)、およびの
ページを追加しましたApache 
Airflow (p. 72)。

2021 年 5 月 7 日
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新しいトピックとユースケー
ス (p. 367)

以下の変更を加えました。

• でサポートされている、また
はサポートされていないすべ
ての Airflow CLI コマンドにつ
いて、Apache Airflow リファレ
ンスガイドにバージョン固有の
リンクを追加しましたApache 
Airflow (p. 72)。

• のすべての設定オプション
について、Apache Airflow リ
ファレンスガイドにバージョ
ン固有のリンクを追加しまし
たAmazon MWAA での Apache 
エアフロー設定オプションの使
用 (p. 97)。

• Amazon MWAA 
CLIrequirements.txt での 
Python の依存関係の管
理 (p. 274) ユーティリティをに
追加しました。

2021 年 5 月 7 日

新しいトピックとユースケー
ス (p. 367)

以下の変更を加えました。

• で plugins.zip を構造化する方
法について、フラットな例と
入れ子状の例を追加しましたカ
スタムプラグインのインストー
ル (p. 116)。

• Amazon MWAA CLI ユーティ
リティをDAG の追加または
更新するには (p. 112)、カス
タムプラグインのインストー
ル (p. 116)、Python 依存関係
のインストール (p. 127)および
ページに追加しました。

• Python 依存関係のインストー
ル (p. 127)およびページのユー
ザーフィードバックに基づい
て、コンテンツを概要に再構築
し、Amazon S3 にアップロー
ドしカスタムプラグインのイ
ンストール (p. 116)、Amazon 
MWAA セクションにインス
トールしました。

• インターネットにアクセス
せずに必要な VPC エンド
ポイントを作成して既存の 
Amazon VPC にアタッチする
ユースケースの例を追加しまし
たAmazon MWAA でのネット
ワーキングについて (p. 137)。

2021 年 4 月 30 日
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新しいサンプルコード (p. 367) 以下の変更を加えました。

• の Apache Airflow 変数に
Secrets Manager のシーク
レットキーを使用するサン
プルコードを追加しましたで
の秘密鍵の使用AWS Secrets 
ManagerApache エアフロー変
数用 (p. 206)。

2021 年 4 月 30 日

新しいガイド (p. 367) 以下の変更を加えました。

• 作成済みプライベートルーティ
ングを使用して Amazon VPC 
に必要な VPC サービスエンド
ポイントを作成する (p. 149)。

2021 年 4 月 30 日

修正内容 (p. 367) 以下の変更を加えました。

• おっと!
core.default_ui_timezonewebserver.default_ui_timezonein
に更新しましたAmazon 
MWAA での Apache エア
フロー設定オプションの使
用 (p. 97).

2021 年 4 月 30 日

新しいトピックとユースケー
ス (p. 367)

以下の変更を加えました。

• への SSH トンネル用の 
Windows (PuTTY) 手順を追加
しましたチュートリアル:Linux 
Bastion ホストを使用したプラ
イベートネットワークアクセス
の設定 (p. 179)。

• apache-airflow-
providers-amazonにト
ピックを追加しました。
これは Apache Airflow 
2.0 とのみ互換性があり
ますAmazon Managed 
Workflows for Apache Airflow 
(MWAA) (p. 340)。

2021 年 4 月 23 日

新しいサンプルコード (p. 367) 以下の変更を加えました。

• に Apache Airflow 接続用の
Secrets Manager のシーク
レットキーを使用するサンプ
ルコードを追加しましたで
の秘密鍵の使用AWS Secrets 
ManagerApache エアフロー接
続用 (p. 208)。

2021 年 4 月 23 日
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新しいガイド (p. 367) 以下の変更を加えました。

• 作成済みAmazon MWAA で
のネットワーキングについ
て (p. 137)。

• 作成済みAmazon MWAA 
での VPC のセキュリ
ティ (p. 142)。

• 作成済みAmazon MWAA での 
VPC エンドポイントへのアク
セスの管理 (p. 145)。

2021 年 4 月 23 日

新しいトピックとユースケー
ス (p. 367)

以下の変更を加えました。

• インターネットにアクセス
できない Amazon VPCAWS 
CloudFormation ネットワーク
を作成するための新しいテン
プレートを追加しましたVPC 
のネットワークを作成しま
す (p. 19)。

• AWS Client VPNinを作成する
ための新しいチュートリアルを
追加しましたチュートリアル:
を使用したプライベートネッ
トワークアクセスの設定AWS 
Client VPN (p. 171)。

• ユーザーのフィードバックに
基づいて、ネットワークアク
セスページの名前を Apache 
Airflow アクセスモードに変更
し、ドキュメントを簡略化しま
したApache エアフローアクセ
スモード (p. 57)。

• ユーザーからのフィードバック
に基づいて、Amazon VPC 入
門情報とテンプレートのみを含
むようにドキュメントを簡略化
しましたVPC のネットワーク
を作成します (p. 19)。

• BigQuery Amazon Managed 
Workflows for Apache Airflow 
(MWAA) (p. 340)オペレーター
の回避策をに追加しました。

• に Apache エアフロー 
v1.10.12Python 依存関係のイ
ンストール (p. 127) 制約ファイ
ルのベストプラクティスを追加
しました。

2021 年 4 月 16 日
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新しいサンプルコード (p. 367) 以下の変更を加えました。

• に Oracle を使用してカスタム
プラグインを作成するための
サンプルコードを追加しまし
たOracle でカスタムプラグイ
ンを作成する (p. 211)。

• で実行時環境変数を生成する
カスタムプラグインを作成する
ためのサンプルコードを追加し
ましたランタイム環境変数を生
成するカスタムプラグインの作
成 (p. 215)。

•

2021 年 4 月 16 日

新しいトピックとユースケー
ス (p. 367)

以下の変更を加えました。

• VPCAmazon MWAA (p. 333)
セキュリティグループの自己参
照ルール要件に関するトピック
をに追加しました。

• にカスタムプラグインのディレ
クトリとサイズ制限を追加しま
したカスタムプラグインのイン
ストール (p. 116)。

• Python 依存関係のインストー
ル (p. 127)要件ディレクトリと
サイズ制限をに追加しました。

• foo.userおよびの 
Apachefoo.pass エアフロー
設定オプションを明確にしまし
たrequirements.txt での Python 
の依存関係の管理 (p. 274)。

• Amazon MWAA での Apache 
エアフロー設定オプションの使
用 (p. 97)設定オプションの概
要をに追加しました。

2021 年 4 月 9 日

新しいサンプルコード (p. 367) 以下の変更を加えました。

• PythonVirtualenvOperator in を
使用してカスタムプラグインを
作成するためのサンプルコード
を追加しましたApache Airflow 
用のカスタムプラグインの作成 
PythonVirtualenvOperator (p. 227)。

• Apache Hive と Hadoop を使用
してカスタムプラグインを作
成するためのサンプルコード
を追加しましたApache Hive と 
Hadoop を使用してカスタムプ
ラグインを作成する (p. 223)。

2021 年 4 月 9 日
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修正内容 (p. 367) 以下の変更を加えました。

• おっと! requirements.txt の
フォーマットを更新し、の 
Apache Airflow v1.10.12 と
互換性のある例を追加しまし
たPython 依存関係のインス
トール (p. 127)。

2021 年 3 月 31 日

新しいトピックとユースケー
ス (p. 367)

以下の変更を加えました。

• requirements.txt または 
plugins.zip をから削除する回
避策を追加しましたAmazon 
MWAA (p. 333)。

• Amazon MWAA (p. 333)環境で
のSSHのbash回避策をに追加
しました。

• CloudTrail 
ResourceAlreadyExistsException
Amazon Managed 
Workflows for Apache Airflow 
(MWAA) (p. 340)エラーのト
ピックをに追加しました。

2021 年 3 月 26 日

新しいトピックとユースケー
ス (p. 367)

以下の変更を加えました。

• AWS使用したサービスのリ
ストを追加しましたAmazon 
MWAA 実行ロール (p. 48)。

• AWS使用したサービスのリ
ストを追加しましたAmazon 
MWAA のサービスにリンクさ
れたロール (p. 44)。

• アマゾンMWAAのPython 
3.7バージョンに関する質
問を追加しましたAmazon 
MWAA (p. 333)。

• PythonVirtualenvOperator へ
の質問を追加しましたAmazon 
MWAA (p. 333)。

• VPC と環境設定に関連するす
べてのトピックの次のステッ
プとして、トラブルシュー
ティングスクリプトをに追加
しましたAmazon Managed 
Workflows for Apache Airflow 
(MWAA) (p. 340)。

• Linuxの要塞は、の環境と同じ
リージョンに存在する必要があ
るというドキュメントを明確に
しましたチュートリアル:Linux 
Bastion ホストを使用したプラ
イベートネットワークアクセス
の設定 (p. 179)。

2021 年 3 月 19 日
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新しいガイド (p. 367) 以下の変更を加えました。

• AWS Secrets Managerat 用の 
ApacheAWS Secrets Manager
シークレットを使用する 
Apache Airflow 接続を設定す
る (p. 84) エアフロー接続ガイ
ドを作成しました。

• AWS CloudFormationテンプ
レートを使用して Amazon 
VPC インフラストラク
チャ、Amazon S3 バケット、
および Amazon MWAAAmazon 
ED Workflows for Apache 
Airflow (MWAA) のクイックス
タート・チュートリアル (p. 6)
環境を作成するためのクイック
スタートチュートリアルをで作
成しました。

2021 年 3 月 19 日

新しいトピックとユースケー
ス (p. 367)

以下の変更を加えました。

• Amazon S3 バケットの作
成に関するトラブルシュー
ティングトピックを追加し
ましたAmazon Managed 
Workflows for Apache Airflow 
(MWAA) (p. 340)。

• JSON ポリシーを作成してに
アタッチする手順を追加しま
したAmazon MWAA 実行ロー
ル (p. 48)。

2021 年 3 月 12 日

新しいサンプルコード (p. 367) 以下の変更を加えました。

• DAG をトリガーする際に設定
を追加するサンプルコードを追
加しましたApache エアフロー 
UI へのアクセス (p. 63)。

2021 年 3 月 12 日

新しいガイド (p. 367) 以下の変更を加えました。

• requirements.txt での Python 
の依存関係の管理 (p. 274)でベ
ストプラクティスガイドを作成
しました。

2021 年 3 月 12 日
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新しいトピックとユースケー
ス (p. 367)

以下の変更を加えました。

• Google/GCP/BigQuery
Amazon Managed 
Workflows for Apache Airflow 
(MWAA) (p. 340) トラブル
シューティングのトピックをに
追加しました。

• CythonAmazon Managed 
Workflows for Apache Airflow 
(MWAA) (p. 340) のトラブル
シューティングトピックをに追
加しました。

• MySQLAmazon Managed 
Workflows for Apache Airflow 
(MWAA) (p. 340) のトラブル
シューティングトピックをに追
加しました。

• 5xx WebAmazon Managed 
Workflows for Apache Airflow 
(MWAA) (p. 340) サーバーエ
ラーのトラブルシューティング
トピックをに追加しました。

2021年3月5日

現在サポートされていま
す (p. 367)

以下の変更を加えました。

• backend_kwargs以前
は、がサポートされてい
なかったためAWS Secrets 
Manager、Secrets Manager 
関数呼び出しをオーバーラ
イドする回避策が必要でし
た。backend_kwargs現
在は、サポートされていま
す。AWS Secrets Manager
のトラブルシューティン
グトピックを参照してく
ださいAmazon Managed 
Workflows for Apache Airflow 
(MWAA) (p. 340)。

2021 年 3 月 4 日

修正内容 (p. 367) 以下の変更を加えました。

• おっと! 実際の GB を反映する
ように各環境クラスのサイズを
更新しましたAmazon MWAA 
環境クラスの設定 (p. 91)。

2021 年 3 月 4 日
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新しいトピックとユースケー
ス (p. 367)

以下の変更を加えました。

• VPCApache エアフローアクセ
スモード (p. 57) エンドポイン
トポリシーを使用したプライ
ベートネットワークアクセスを
に追加しました。

• Amazon Managed 
Workflows for Apache Airflow 
(MWAA) (p. 340)環境作成のト
ラブルシューティングトピック
に関するチェック事項をに追加
しました。

• のログを表示する手順
を追加しましたPython 
依存関係のインストー
ル (p. 127)。requirements.txt

2021 年 2 月 26 日

新しいトピックとユースケー
ス (p. 367)

以下の変更を加えました。

• に Apache ハイブのユースケー
スを追加しましたPython 依存
関係のインストール (p. 127)。

• Apache Airflow パッケー
ジに必要な依存関係
を、requirements.txtPython 
依存関係のインストー
ル (p. 127)のファイルに含める
必要があることをドキュメント
に明記しました。

• requirements.txtAmazon 
Managed Workflows 
for Apache Airflow 
(MWAA) (p. 340) の更新に関す
るトラブルシューティングト
ピックをに追加しました。

2021 年 2 月 25 日

新規チュートリアル (p. 367) 以下の変更を加えました。

• にプライベートネットワーク
のチュートリアルを追加し
ましたチュートリアル:Linux 
Bastion ホストを使用したプラ
イベートネットワークアクセス
の設定 (p. 179)。

2021 年 2 月 22 日
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新しいトピックとユースケー
ス (p. 367)

以下の変更を加えました。

• にプライベートネットワーク
構成とパブリックネットワー
ク構成を追加しましたApache 
エアフローアクセスモー
ド (p. 57)。

• Amazon MWAA 実行ロー
ル (p. 48)開発グループのユー
スケースとユーザーシナリオを
に追加しました。

2021 年 2 月 22 日

新しいサンプルコード (p. 367) 以下の変更を加えました。

• Web ログイントークンと 
CLI トークンのサンプル 
PythonApache エアフロー UI 
へのアクセス (p. 63) スクリプ
トをに追加しました。

• 別の環境で DAG をトリガーす
るサンプルコードを追加しまし
たAmazon Managed Workflows 
(MWAA) のコード例 (p. 190)。

• Lambda 関数を使用して DAG 
をトリガーするサンプルコー
ドを追加しましたLambda 
関数による DAG の呼び出
し (p. 231)。

2021 年 2 月 22 日

新しいコマンドとプロシー
ジャ (p. 367)

以下の変更を加えました。

• のすべてのスクリプトにステッ
プバイステップの手順を追加
しましたApache エアフロー UI 
へのアクセス (p. 63)。

2021 年 2 月 22 日

新しいサンプルコード (p. 367) 以下の変更を加えました。

• Apache エアフロー UI へのア
クセス (p. 63)でウェブログイ
ントークンのcurl例を更新しま
した。

• Amazon RDS SQL 
ServerAmazon MWAA for 
Amazon RDS for Microsoft 
SQL Server を使用す
る (p. 235) に接続するサンプル
コード

2021 年 2 月 17 日
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新しいコマンドとプロシー
ジャ (p. 367)

以下の変更を加えました。

• AWS CLIAmazon MWAA で 
DAG を操作する (p. 112)ペー
ジにコマンドを追加しました。

• Apache エアフローは CLI コ
マンドでシリアル化された 
DAG をサポートしていませ
ん。CLI は、セキュリティ
上の理由からプラグインや
要件がない Web サーバ上で
実行されるため、plugins.zip 
または requirements.txt 
を使用する MWAA 環境
はこれらのコマンドをサ
ポートしません。Apache 
Airflowlist_dagsbackfill
とコマンドを、でサポートされ
ていないコマンドに移動しまし
たApache エアフロー UI への
アクセス (p. 63)。

2021 年 2 月 17 日

GitHub 打ち上げる (p. 367) ユーザーガイドのドキュメン
トがオープンソースになりま
した GitHub。任意のページで 
[ GitHubこのページを編集] を選
択します。

2021 年 2 月 17 日

新しいトピックとユースケー
ス (p. 367)

以下の変更を加えました。

• Step Functions 対Amazon 
MWAAのユースケースに
ついての質問を追加しま
したAmazon Managed 
Workflows for Apache Airflow 
(MWAA) (p. 340)。

• CLIAmazon MWAA 環境への
アクセス (p. 35) アクセスポリ
シーをに追加しました。

• サポートされているすべての 
Apache Airflow 設定オプション
を指定できるドキュメントを明
確にしましたAmazon MWAA 
での Apache エアフロー設定オ
プションの使用 (p. 97)。

• あるアベイラビリティーゾー
ンのFargateコンテナに障害
が発生した場合、VPC のネッ
トワークを作成します (p. 19)
MWAAは別のアベイラビリ
ティーゾーンの別のコンテナに
切り替えるというドキュメント
を明確にしました。

2021 年 2 月 12 日
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新しいトピックとユースケー
ス (p. 367)

以下の変更を加えました。

• Amazon MWAA 環境クラス
の設定 (p. 91)が追加されまし
た。

2021 年 2 月 5 日

削除または移動されたトピッ
ク (p. 367)

以下の変更を加えました。

• Amazon S3airflow- バケッ
ト名をから始める必要がなく
なりましたAmazon Managed 
Workflows for Apache Airflow 
(MWAA) の開始方法 (p. 16)。

• Amazon MWAA 環境へのア
クセス (p. 35)Amazon MWAA 
実行ロール (p. 48)移動して
へAmazon MWAA 環境へのア
クセスの管理 (p. 35).

2021 年 2 月 4 日

アマゾン MWAA 
CloudFormation (p. 367)

パラメータを更新して Amazon 
MWAA で環境を作成します 
CloudFormation。

• [削除] SubnetList。
• [削除] TagList。
• [追加] NetworkConfiguration。
• [追加] TagMap。
• 環境作成リクエストの例を追加

します。

2021 年 2 月 4 日

新しいトピックとユースケー
ス (p. 367)

以下の変更を加えました。

• Amazon MWAA での Apache 
エアフロー設定オプションの使
用 (p. 97)電子メール設定の例
をに追加しました。

• PostgresHook Amazon 
Managed Workflows 
for Apache Airflow 
(MWAA) (p. 340)トラブル
シューティングのトピックをに
追加しました。

• AWS Secrets ManagerAmazon 
Managed Workflows 
for Apache Airflow 
(MWAA) (p. 340)トラブル
シューティングのトピックをに
追加しました。

• Amazon MWAA 自動スケーリ
ングの設定 (p. 93)高性能ユー
スケースをに追加しました。

2021 年 1 月 29 日
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アマゾン MWAA ローン
チ (p. 367)

Apache Airflow 用の Amazon マ
ネージドドドドドドドドドドドド
ドドドドドフロー (MWAA) で一
般提供開始。

• ユーザーガイドのドキュメント
• AWS CloudFormationドキュメ

ント

2020 年 11 月 24 日
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