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Amazon OpenSearch Service の機能

Amazon OpenSearch Service とは？
Amazon OpenSearch Service は、AWS クラウドにおける OpenSearch クラスターのデプロイ、オペレー
ション、スケーリングを容易にするマネージドサービスです。Amazon OpenSearch Service は Amazon
Elasticsearch Service の後継であり、OpenSearch およびレガシーの Elasticsearch OSS (ソフトウェアの
ファイナルオープンソースバージョンである 7.10 まで) をサポートしています。クラスターを作成すると
きに、どの検索エンジンを使用するかのオプションがあります。
OpenSearch はログ分析、リアルタイムのアプリケーションモニタリング、クリックストリーム分析な
どのユースケース向けの、完全なオープンソースの検索および分析エンジンです。詳細については、
「OpenSearch ドキュメント」を参照してください。
Amazon OpenSearch Service は、クラスターのすべてのリソースをプロビジョンして、クラスターを起動
します。また、障害が発生した OpenSearch Service ノードを自動的に検出して置き換え、セルフマネー
ジドインフラストラクチャに関連するオーバーヘッドを減らします。また、単一の API コールを使用する
か、コンソールで数回クリックするだけで、クラスターを簡単にスケーリングできます。
OpenSearch Service の使用を開始するには、OpenSearch クラスターに相当する OpenSearch Service ド
メインを作成します。クラスター内の各 EC2 インスタンスは、1 つの OpenSearch Service ノードとして
機能します。
OpenSearch Service コンソールを使用すると、ドメインを数分でセットアップして設定できます。プログ
ラムによるアクセスを希望する場合は、AWS CLI または AWS SDK を使用できます。

Amazon OpenSearch Service の機能
OpenSearch Service には以下の機能があります。
[Scale] (スケール)
• 費用効率の高い Graviton インスタンスを含む、インスタンスタイプと呼ばれる、CPU、メモリ、スト
レージ容量の多数の設定
• 最大 3 PB のアタッチ済みストレージ
• 読み取り専用データ用のコストパフォーマンスに優れた UltraWarm (p. 292) およびコールドストレー
ジ (p. 301)
セキュリティ
• AWS Identity and Access Management (IAM) アクセスコントロール
•
•
•
•

Amazon VPC および VPC セキュリティグループと簡単に統合
保管時のデータの暗号化およびノード間の暗号化
OpenSearch Dashboards の Amazon Cognito 認証、HTTP 基本認証、または SAML 認証
インデックスレベル、ドキュメントレベル、フィールドレベルのセキュリティ

• 監査ログ
• Dashboards マルチテナンシー
安定性
• リージョンおよびアベイラビリティーゾーンと呼ばれる、リソース用の複数の地理的場所
• マルチ AZ と呼ばれる、同じ AWS リージョン内の 2 つまたは 3 つのアベイラビリティーゾーンにまた
がるノード割り当て
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サポートされているバージョン
の OpenSearch および Elasticsearch

• クラスター管理タスクをオフロードする専用マスターノード
• OpenSearch Service ドメインをバックアップおよび復元する自動スナップショット
柔軟性
• ビジネスインテリジェンス (BI) アプリケーションとの統合のための SQL サポート
• 検索結果を改善するためのカスタムパッケージ
人気のあるサービスとの統合
• OpenSearch Dashboards を使用したデータの可視化
• OpenSearch Service ドメインメトリクスのモニタリングとアラームの設定のための Amazon
CloudWatch との統合
• OpenSearch Service ドメインへの設定 API 呼び出しの監査のための AWS CloudTrail との統合
• OpenSearch サービスへのストリーミングデータのロードのための Amazon S3、Amazon Kinesis、およ
び Amazon DynamoDB との統合
• データが特定のしきい値を超えたときの Amazon SNS からのアラート

サポートされているバージョンの OpenSearch お
よび Elasticsearch
OpenSearch Service は現在、以下の OpenSearch バージョンをサポートしています。
• 1.3、1.2、1.1、1.0
OpenSearch サービスは、以下のレガシーの Elasticsearch OSS バージョンもサポートしています。
• 7.10、7.9、7.8、7.7、7.4、7.1
• 6.8、6.7、6.5、6.4、6.3、6.2、6.0
• 5.6、5.5、5.3、5.1
• 2.3
• 1.5
詳細については、「the section called “サポートされているオペレーション” (p. 383)」、「the section
called “エンジンバージョン別の機能” (p. 379)」、および「the section called “エンジンバージョンに応じ
たプラグイン” (p. 381)」を参照してください。
新しい OpenSearch Service プロジェクトを開始する場合、サポートされている最新 OpenSearch バー
ジョンの選択を強くお勧めします。既存のドメインで以前の Elasticsearch バージョンを使用している場合
は、ドメインの維持またはデータの移行を選択できます。詳細については、「the section called “Amazon
OpenSearch Service ドメインのアップグレード” (p. 54)」を参照してください。

Amazon OpenSearch Service の料金
OpenSearch Service の場合、1 時間ごとの EC2 インスタンスの使用およびインスタンスにアタッチされ
たすべての EBS ストレージボリュームの累積サイズに対して料金が発生します。スタンダード AWS デー
タ転送料金も適用されます。
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ただし、いくつかの注意すべきデータ転送の例外があります。ドメインが複数のアベイラビリティーゾー
ン (p. 34)を使用する場合、OpenSearch Service では 2 つのアベイラビリティゾーン間のトラフィッ
クに対して課金されません。シャードの割り当てと再分散中にドメイン内で大幅なデータ転送が発生した
場合、OpenSearch Service はこのトラフィックに対して測定も課金も行いません。同様に、OpenSearch
Service では UltraWarm (p. 292)/コールド (p. 301)ノードと Amazon S3 の間のデータ転送に対して料
金は発生しません。
料金の詳細については、「Amazon OpenSearch Service の料金表」を参照してください。設定変更中に発
生する料金については、「the section called “設定変更に関連する料金” (p. 29)」を参照してください。

Amazon OpenSearch Service の開始方法
開始するには、AWS アカウント をまだお持ちでない場合はサインアップします。アカウントをセット
アップしたら、Amazon OpenSearch Service の開始方法 (p. 11)チュートリアルを使用します。サービ
スについて学習中に詳しい情報が必要になった場合は、以下の概要トピックを参照してください。
• ドメインの作成 (p. 16)
• ワークロードに適したドメインのサイジング (p. 363)
• ドメインアクセスポリシー (p. 133)またはきめ細かなアクセスコントロール (p. 152)を使用したドメ
インへのアクセスの制御
• 手動 (p. 222)で、または他の AWS サービス (p. 224)からデータをインデックスする
• OpenSearch Dashboards (p. 286) を使用したデータの検索と可視化の作成
セルフマネージド OpenSearch クラスターから OpenSearch Service への移行の詳細については、「the
section called “OpenSearch Service への移行” (p. 425)」を参照してください。

関連サービス
OpenSearch Service は、次のサービスでよく使用されます。
Amazon CloudWatch
ドメインヘルスやパフォーマンスをモニタリングできるように、メトリクスは、OpenSearch Service
ドメインから CloudWatch に自動的に送信されます。詳細については、「Amazon CloudWatch を用
いた OpenSearch クラスターメトリクスのモニタリング (p. 70)」を参照してください。
CloudWatch Logs は、別の方向に送信することもできます。分析のために OpenSearch Service に
データをストリーミングするように CloudWatch Logs を設定できます。詳細については、「the
section called “Amazon CloudWatch からストリーミングデータをロードする” (p. 234)」を参照して
ください。
AWS CloudTrail
AWS CloudTrail を使用して、OpenSearch Service 設定 API 呼び出しとアカウントの関連するイベン
トの履歴を取得します。詳細については、「AWS CloudTrail での Amazon OpenSearch Service API
呼び出しのモニタリング (p. 126)」を参照してください。
Amazon Kinesis
Kinesis は、大規模なストリーミングデータをリアルタイムで処理するマネージドサービスです。詳細
については、「the section called “Amazon Kinesis Data Streams からストリーミングデータをロード
する” (p. 228)」および「the section called “Amazon Kinesis Data Firehose からストリーミングデー
タをロードする” (p. 234)」を参照してください。
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Simple Storage Service (Amazon S3)
Amazon Simple Storage Service（Amazon S3）は、インターネット用のストレージを提供します。こ
のガイドでは、Amazon S3 と統合するための Lambda サンプルコードが提供されています。詳細につ
いては、「the section called “Amazon S3 からストリーミングデータをロードする” (p. 224)」を参
照してください。
AWS IAM
AWS Identity and Access Management (IAM) は、OpenSearch Service ドメインへのアクセスの管理
に使用できるウェブサービスです。詳細については、「the section called “アイデンティティとアクセ
ス管理” (p. 133)」を参照してください。
AWS Lambda
AWS Lambda は、サーバーをプロビジョニングまたは管理せずにコードを実行できるようにするコン
ピューティングサービスです。このガイドでは、DynamoDB、Amazon S3、および Kinesis からデー
タをストリーミングするための Lambda サンプルコードが提供されています。詳細については、「the
section called “OpenSearch Service へのストリーミングデータをロードする” (p. 224)」を参照して
ください。
Amazon DynamoDB
Amazon DynamoDB は、フルマネージド NoSQL データベースサービスであり、シームレスなスケー
ラビリティを備えた高速で予測可能なパフォーマンスを提供します。OpenSearch Service へのデー
タのストリーミングの詳細については、「the section called “Amazon DynamoDB テーブルからスト
リーミングデータをロードする” (p. 231)」を参照してください。
Amazon QuickSight
Amazon QuickSight ダッシュボードを使用して、OpenSearch Service からのデータを可視化でき
ます。詳細については、Amazon QuickSight ユーザーガイドの「Amazon QuickSight での Amazon
OpenSearch Service の使用」を参照してください。

Note
OpenSearch には、Elasticsearch B.V. からの特定の Apache ライセンスの Elasticsearch コード
やその他のソースコードが含まれています。Elasticsearch B.V. は、他のソースコードのソースで
はありません。ELASTICSEARCH は Elasticsearch B.V. の登録商標です。
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Amazon OpenSearch Service - 変更
の概要
2021 年 9 月 8 日に、Amazon Elasticsearch Service の名称が Amazon OpenSearch Service に変更されま
した。OpenSearch Service は、OpenSearch だけでなく、レガシーの Elasticsearch もサポートします。
以下のセクションでは、名称変更によって変更されたサービスのさまざまな部分と、ドメインが正常に機
能し続けるために実行する必要があるアクションについて説明します。
これらの変更の一部は、ドメインを Elasticsearch から OpenSearch にアップグレードするときにのみ適
用されます。請求およびコストマネジメントコンソールなど、エクスペリエンスは速やかに変更されま
す。
これはすべてを網羅したリストではないことに注意してください。製品の他の部分も変更されましたが、
これらの更新が最も関連性があります。
トピック
• API の新バージョン (p. 5)
• 名称変更されたインスタンスタイプ (p. 6)
• アクセスポリシーの変更 (p. 6)
• 新しいリソースタイプ (p. 6)
• Kibana は OpenSearch Dashboards に名称変更されました (p. 7)
• 名称変更された CloudWatch メトリクス (p. 8)
• 請求およびコストマネジメントコンソールの変更 (p. 8)
• 新しいイベント形式 (p. 9)
• 同じままのものは何ですか？ (p. 9)
• 使用開始: ドメインを OpenSearch 1.x にアップグレードします (p. 9)

API の新バージョン
OpenSearch Service 設定API の新バージョン (2021-01-01) は、レガシーの Elasticsearch OSS と同様
に OpenSearch で動作します。21 の API オペレーションは、より簡潔でエンジンに依存しない名前に
置き換えられました (例えば、CreateElasticsearchDomain は CreateDomain に変更されました)
が、OpenSearch Service は引き続き両方の API バージョンをサポートしています。サポートされなく
なったアクションの完全なリストとその置き換えについては、「API リファレンス (p. 462)」を参照して
ください。
今後は、新しい API オペレーションを使用して、ドメインを作成および管理することをお勧めします。
新しい API オペレーションを使用してドメインを作成するときは、バージョン番号だけではなく、形式
Elasticsearch_X.Y または OpenSearch_X.Y で EngineVersion パラメータを指定する必要があり
ます。バージョンを指定しない場合、デフォルトは OpenSearch の最新バージョンになります。
aws opensearch ... を使用してドメインの作成と管理を行うために、AWS CLI をバージョン 1.20.40
以降に更新します。新しい CLI 形式については、「OpenSearch CLI リファレンス」を参照してくださ
い。
API バージョン 2015-01-01
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名称変更されたインスタンスタイプ
Amazon OpenSearch Service のインスタンスタイプは形式 <type>.<size>.search になりました (例え
ば、m6g.large.elasticsearch ではなくm6g.large.search)。ご自身では特に何もする必要はあり
ません。既存のドメインは、API 内と、請求およびコストマネジメントコンソール内で新しいインスタン
スタイプを自動的に参照し始めます。
リザーブドインスタンス（RI）がある場合、契約は変更の影響を受けません。古い設定 API バージョンは
まだ古い名前付け形式と互換性がありますが、新しい API バージョンを使用する場合は、新しい形式を使
用する必要があります。

アクセスポリシーの変更
次のセクションでは、アクセスポリシーを更新するために必要なアクションについて説明します。

IAM ポリシー
名称変更された API オペレーションを使用するように IAM ポリシー (p. 133)を更新することをお勧め
します。ただし、OpenSearch Service は、古い API 許可を内部で複製することで、既存のポリシーを
引き続き優先します。例えば、CreateElasticsearchDomain オペレーションを実行するための許可
を現在持っている場合、CreateElasticsearchDomain (古い API オペレーション) とCreateDomain
(新しい API オペレーション) 両方への呼び出しを行えるようになりました。同じことが明示的拒否に適
用されます。更新された API オペレーションのリストについては、「ポリシーエレメントリファレン
ス (p. 140)」を参照してください。

SCP ポリシー
サービスコントロールポリシー (SCP)では、標準の IAM に比べてさらに複雑な追加のレイヤーが導入され
ています。SCP ポリシーを中断しないようにするには、古いおよび新しい API オペレーションの両方を各
SCP ポリシーに追加する必要があります。例えば、ユーザーが現在 CreateElasticsearchDomain の
許可権限を持っている場合、彼らがドメインを作成する能力を保持できるように、CreateDomain の許可
権限も彼らに付与する必要があります。同じことが明示的拒否に適用されます。
例:
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"es:CreateElasticsearchDomain",
"es:CreateDomain"
...
],
},
"Effect": "Deny",
"Action:" [
"es:DeleteElasticsearchDomain",
"es:DeleteDomain"
...

新しいリソースタイプ
OpenSearch Service では、次の新しいリソースタイプが導入されました。
API バージョン 2015-01-01
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リソース

説明

AWS::OpenSearchService::Domain

Amazon OpenSearch Service ドメインを表しま
す。このリソースはサービスレベルに存在し、ド
メインで実行されているソフトウェアに固有のも
のではありません。これは、AWS CloudFormation
および AWS Resource Groups のようなサービス
に適用されます。そこで、サービス全体のリソー
スが作成および管理されます。
CloudFormation 内で定義されたドメインを
Elasticsearch から OpenSearch にアップグレード
する手順については、CloudFormation ユーザーガ
イドの解説を参照してください。

AWS::OpenSearch::Domain

ドメインで実行されている OpenSearch/
ElasticSearch ソフトウェアを表します。こ
のリソースは AWS CloudTrail および AWS
Config のようなサービスに適用されます。これ
は、OpenSearch Service 全体ではなくドメイ
ン上で実行しているソフトウェアを参照してい
ます。これらのサービスには、OpenSearch を実
行するドメイン (AWS::OpenSearch::Domain)
に対して Elasticsearch を実行するドメイン
(AWS::Elasticsearch::Domain) 用の個別のリ
ソースタイプが含まれるようになりました。

Note
AWS Config で、1 つ以上のドメインを OpenSearch にアップグレードした場合でも、数週間は
既存の AWS::Elasticsearch::Domain リソースタイプの下で引き続きデータを確認できま
す。

Kibana は OpenSearch Dashboards に名称変更さ
れました
Kibana の AWS 代替機能である OpenSearch ダッシュボード (p. 286) は、OpenSearch で機能するよ
うに設計されたオープンソースの可視化ツールです。ドメインを Elasticsearch から OpenSearch にアッ
プグレードすると、/_plugin/kibana エンドポイントは /_dashboards に変わります。OpenSearch
Service はすべてのリクエストを新しいエンドポイントにリダイレクトしますが、いずれかの IAM ポリ
シーで Kibana エンドポイントを使用している場合は、新しい /_dashboards エンドポイントも含めるよ
うに、それらのポリシーを更新します。
the section called “OpenSearch Dashboards の SAML 認証” (p. 174) を使用している場合は、ドメ
インを OpenSearch にアップグレードする前に、ID プロバイダー (IdP) によって設定されたすべての
Kibana URL を /_plugin/kibana から /_dashboards に変更する必要があります。最も一般的な URL
は、Assertion Consumer Service (ACS) URL と受信者 URL です。
デフォルトの OpenSearch Dashboards の kibana_read_only ロールが
opensearch_dashboards_read_only、kibana_user ロールが opensearch_dashboards_user
に名称変更されました。この変更は、サービスソフトウェア R20211203 以降を実行して新しく作成
されるすべての OpenSearch 1.x ドメインに適用されます。既存のドメインをサービスソフトウェア
R20211203 にアップグレードしても、ロール名は変わりません。
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名称変更された CloudWatch メトリクス
OpenSearch を実行するドメインでは、いくつかの CloudWatch メトリックスが変更されます。ドメイン
を OpenSearch にアップグレードすると、メトリクスが自動的に変更され、現在の CloudWatch アラーム
が中断されます。クラスターを Elasticsearch バージョンから OpenSearch バージョンにアップグレード
する前に、新しいメトリクスを使用するように CloudWatch アラームを更新してください。
以下のメトリクスが変更されました。
元のメトリクス名

新しい名称

KibanaHealthyNodes

OpenSearchDashboardsHealthyNodes

KibanaConcurrentConnections

OpenSearchDashboardsConcurrentConnections

KibanaHeapTotal

OpenSearchDashboardsHeapTotal

KibanaHeapUsed

OpenSearchDashboardsHeapUsed

KibanaHeapUtilization

OpenSearchDashboardsHeapUtilization

KibanaOS1MinuteLoad

OpenSearchDashboardsOS1MinuteLoad

KibanaRequestTotal

OpenSearchDashboardsRequestTotal

KibanaResponseTimesMaxInMillis

OpenSearchDashboardsResponseTimesMaxInMillis

ESReportingFailedRequestSysErrCount

KibanaReportingFailedRequestSysErrCount

ESReportingRequestCount

KibanaReportingRequestCount

ESReportingFailedRequestUserErrCount

KibanaReportingFailedRequestUserErrCount

ESReportingSuccessCount

KibanaReportingSuccessCount

ElasticsearchRequests

OpenSearchRequests

OpenSearch Service が Amazon CloudWatch に送信するメトリクスの完全なリストについては、「the
section called “クラスターメトリクスのモニタリング” (p. 70)」を参照してください。

請求およびコストマネジメントコンソールの変更
請求およびコストマネジメントコンソール内およびコストと使用状況レポート内の履歴データは引き続き
古いサービス名を使用するため、データを検索するときは、[Amazon Elasticsearch Service] と [Amazon
OpenSearch Service] の両方でフィルターの使用をスタートする必要があります。既存の保存済みレ
ポートがある場合は、フィルターを更新して、OpenSearch Service も含まれていることを確認しま
す。Elasticsearch の使用量が減少し、OpenSearch の使用量が増加すると、最初はアラートを受け取るこ
とがありますが、それは数日以内に消えます。
次のフィールドは、すべてのレポート、請求書、および価格表 API オペレーションで変更されます。
フィールド

古い形式

新しい形式

インスタンスタイプ

m5.large.elasticsearch

m5.large.search
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フィールド

古い形式

新しい形式

製品名

Amazon Elasticsearch Service

Amazon OpenSearch Service

製品ファミリー

Elasticsearch インスタンス

Amazon OpenSearch Service イ
ンスタンス

Elasticsearch ボリューム

Amazon OpenSearch Service ボ
リューム

料金の説明

c5.18xlarge.elasticsearch インス
タンス時間 (または時間の端数
分) あたり5.098 USD - EU

c5.18xlarge.search インスタンス
時間 (または時間の端数分) あた
り 5.098 USD - EU

サービス名

Amazon Elasticsearch Service

Amazon OpenSearch Service

インスタンスファミリー

ultrawarm.elasticsearch

ultrawarm.search

新しいイベント形式
OpenSearch サービスが Amazon EventBridge および Amazon CloudWatch に送信するイベントの形
式が変更されました。具体的には、detail-type フィールドです。ソースフィールド (aws.es) は同
じままです。各イベントタイプの完全な形式については、「the section called “イベントのモニタリン
グ” (p. 110)」を参照してください。古い形式に依存する既存のイベントルールがある場合は、新しい形
式に準拠するように更新してください。

同じままのものは何ですか？
以下の特徴と機能は、特に記載されていませんが、同じままです。
• サービスプリンシパル (es.amazonaws.com)
• ベンダーコード
• ドメイン ARN
• ドメインエンドポイント

使用開始: ドメインを OpenSearch 1.x にアップグ
レードします
OpenSearch 1.x は Elasticsearch バージョン 6.8 および 7.x からのアップグレードをサポートします。
ドメインをアップグレードする手順については、「the section called “アップグレードの開始 (コンソー
ル)” (p. 55)」を参照してください。ドメインをアップグレードするために AWS CLI または設定 API を
使用している場合は、 TargetVersion を OpenSearch_1.x と指定する必要があります。
OpenSearch 1.x では、[互換モードを有効にする] という追加のドメイン設定を導入しています。特定の
Elasticsearch OSS クライアントおよびプラグインが、接続する前にクラスターのバージョンをチェックす
るので、互換モードでは OpenSearch がそのバージョンを 7.10 とレポートするように設定され、これら
のクライアントが引き続き動作するようにします。
OpenSearch ドメインを初めて作成するとき、またはElasticsearch バージョンから OpenSearch バージョ
ンにアップグレードするときに、互換モードを有効にできます。それが設定されていない場合、パラメー
タはデフォルトで、ドメインの作成時は false に、ドメインのアップグレード時は true になります。
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設定 API を使用して互換モードを有効にするには、override_main_response_version を true に設
定します。
POST https://es.us-east-1.amazonaws.com/2021-01-01/opensearch/upgradeDomain
{
"DomainName": "domain-name",
"TargetVersion": "OpenSearch_1.0",
"AdvancedOptions": {
"override_main_response_version": "true"
}
}

既存の OpenSearch ドメインで互換モードを有効または無効にするには、OpenSearch _cluster/設定 API
オペレーションを使用する必要があります。
PUT /_cluster/settings
{
"persistent" : {
"compatibility.override_main_response_version" : true
}
}

API バージョン 2015-01-01
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Amazon OpenSearch Service の開始
方法
このチュートリアルでは、Amazon OpenSearch Service を使用してテストドメインを作成および設定する
方法を示します。OpenSearch Service ドメインは、OpenSearch クラスターと同義です。ドメインは、指
定した設定、インスタンスタイプ、インスタンスカウント、およびストレージリソースを持つクラスター
です。
このチュートリアルでは、OpenSearch Service ドメインを準備してすぐに実行するための基本的な手順を
説明します。詳細については、このガイドの「ドメインの作成と管理 (p. 16)」とその他のトピックを参
照してください。セルフマネージド OpenSearch クラスターから OpenSearch Service への移行の詳細に
ついては、「the section called “OpenSearch Service への移行” (p. 425)」を参照してください。
以下のステップは、OpenSearch Service コンソール、AWS CLI、または AWS SDK を使用して完了でき
ます。
1. ドメインの作成 (p. 11)
2. インデックス作成のためにデータをアップロードする (p. 12)
3. ドキュメントの検索 (p. 13)
4. ドメインの削除 (p. 15)
AWS CLI のインストールおよびセットアップの詳細については、「AWS Command Line Interface ユー
ザーガイド」を参照してください。

ステップ 1: Amazon OpenSearch Service ドメイン
を作成する
Important
これは、テスト Amazon OpenSearch Service ドメインを設定するための簡潔なチュートリアル
です。本番稼働用ドメインを作成するには、このプロセスを使用しないでください。同じプロセ
スの包括的なバージョンについては、「ドメインの作成と管理 (p. 16)」を参照してください。
OpenSearch Service ドメインは、OpenSearch クラスターと同義です。ドメインは、指定した設定、イ
ンスタンスタイプ、インスタンスカウント、およびストレージリソースを持つクラスターです。コンソー
ル、AWS CLI、または AWS SDK を使用して OpenSearch Service ドメインを作成できます。

コンソールを使用して OpenSearch Service ドメインを作成するには
1.
2.
3.

https://aws.amazon.com にアクセスし、[コンソールにサインイン] を選択します。
[分析] の下で、[Amazon OpenSearch Service] を選択します。
[ドメインの作成] を選択します。

4.
5.
6.
7.
8.

ドメインの名前を入力します。このチュートリアルの例では、movies という名前を使用します。
カスタムエンドポイント設定を無視します。
デプロイタイプでは、[開発とテスト] を選択します。
[Elasticsearch バージョン] で、最新バージョンを選択します。
[データノード] の下で、インスタンスタイプを t3.small.search に変更し、3 つのノードのデフォ
ルト値を維持します。
API バージョン 2015-01-01
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9.

このチュートリアルを簡単にするために、パブリックアクセスドメインを使用します。[ネットワーク]
で [パブリックアクセス] を選択します。

10. きめ細かなアクセスコントロールで、[マスターユーザーの作成] を選択します。有効なユーザー名と
パスワードを指定してください。
11. 今のところ、SAML 認証および Amazon Cognito 認証セクションは無視します。
12. [アクセスポリシー]で [きめ細かなアクセスコントロールのみを使用] を選択します。このチュートリ
アルでは、ドメインアクセスポリシーではなく、きめ細かなアクセスコントロールが認証を処理しま
す。
13. 残りの設定は無視して、[作成] を選択します。通常、新しいドメインは初期化に 15～30 分かかり
ますが、設定によってはさらに時間がかかります。ドメインが初期化されたら、ドメインを選択
して設定ペインを開きます。次の手順で使用する [一般情報] の下のドメインエンドポイント (例え
ば、https://search-my-domain.us-east-1.es.amazonaws.com) に注意してください。
次: インデックス作成のためにデータを OpenSearch Service ドメインにアップロードする (p. 12)

ステップ 2: インデックス作成のために Amazon
OpenSearch Service にデータをアップロードする
Important
これは Amazon OpenSearch Service に少量のテストデータをアップロードするための簡潔な
チュートリアルです。本番ドメインでのデータのアップロードの詳細については、「データのイ
ンデックス作成 (p. 222)]を参照してください。
コマンドラインまたはほとんどのプログラミング言語を使用して、OpenSearch Service ドメインにデータ
をアップロードできます。
次の例のリクエストでは、簡潔にするため、および便宜上、一般的な HTTP クライアントである curl を
使用しています。curl などのクライアントは、アクセスポリシーが IAM ユーザーあるいはロールを指定し
ている場合に、必要なリクエスト署名を実行できません。このプロセスを正常に完了するには、 ステップ
1 (p. 11) で設定したように、プライマリユーザー名とパスワードを使用してきめ細かなアクセスコント
ロールを使用する必要があります。
Windows に curl をインストールしてコマンドプロンプトから使用できますが、Cygwin または Windows
Subsystem for Linux などのツールをお勧めします。macOS およびほとんどの Linux ディストリビュー
ションでは、curl がプレインストールされています。

オプション 1: 単一のドキュメントをアップロードす
る
単一のドキュメントを movies ドメインに追加するには、次のコマンドを実行します。
curl -XPUT -u 'master-user:master-user-password' 'domain-endpoint/movies/_doc/1' -d
'{"director": "Burton, Tim", "genre": ["Comedy","Sci-Fi"], "year": 1996, "actor": ["Jack
Nicholson","Pierce Brosnan","Sarah Jessica Parker"], "title": "Mars Attacks!"}' -H
'Content-Type: application/json'

コマンドで、ステップ 1 (p. 11) で作成したユーザー名とパスワードを入力します。
このコマンドの詳細および OpenSearch Service への署名付きリクエストを作成する方法の詳細について
は、「データのインデックス作成 (p. 222)」を参照してください。
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オプション 2: 複数のドキュメントをアップロードす
る
複数のドキュメントを含む JSON ファイルを OpenSearch Service ドメインにアップロードする
には
1.

bulk_movies.json という名前のローカルファイルを作成します。以下のコンテンツをファイルに
貼り付けます。末尾の改行も追加します。
{ "index" : { "_index": "movies", "_id" : "2" } }
{"director": "Frankenheimer, John", "genre": ["Drama", "Mystery", "Thriller", "Crime"],
"year": 1962, "actor": ["Lansbury, Angela", "Sinatra, Frank", "Leigh, Janet", "Harvey,
Laurence", "Silva, Henry", "Frees, Paul", "Gregory, James", "Bissell, Whit", "McGiver,
John", "Parrish, Leslie", "Edwards, James", "Flowers, Bess", "Dhiegh, Khigh", "Payne,
Julie", "Kleeb, Helen", "Gray, Joe", "Nalder, Reggie", "Stevens, Bert", "Masters,
Michael", "Lowell, Tom"], "title": "The Manchurian Candidate"}
{ "index" : { "_index": "movies", "_id" : "3" } }
{"director": "Baird, Stuart", "genre": ["Action", "Crime", "Thriller"], "year": 1998,
"actor": ["Downey Jr., Robert", "Jones, Tommy Lee", "Snipes, Wesley", "Pantoliano,
Joe", "Jacob, Ir\u00e8ne", "Nelligan, Kate", "Roebuck, Daniel", "Malahide, Patrick",
"Richardson, LaTanya", "Wood, Tom", "Kosik, Thomas", "Stellate, Nick", "Minkoff,
Robert", "Brown, Spitfire", "Foster, Reese", "Spielbauer, Bruce", "Mukherji, Kevin",
"Cray, Ed", "Fordham, David", "Jett, Charlie"], "title": "U.S. Marshals"}
{ "index" : { "_index": "movies", "_id" : "4" } }
{"director": "Ray, Nicholas", "genre": ["Drama", "Romance"], "year": 1955, "actor":
["Hopper, Dennis", "Wood, Natalie", "Dean, James", "Mineo, Sal", "Backus, Jim",
"Platt, Edward", "Ray, Nicholas", "Hopper, William", "Allen, Corey", "Birch, Paul",
"Hudson, Rochelle", "Doran, Ann", "Hicks, Chuck", "Leigh, Nelson", "Williams, Robert",
"Wessel, Dick", "Bryar, Paul", "Sessions, Almira", "McMahon, David", "Peters Jr.,
House"], "title": "Rebel Without a Cause"}

2.

ファイルが保存されているローカルディレクトリで、次のコマンドを実行して、movies ドメインにそ
れをアップロードします。
curl -XPOST -u 'master-user:master-user-password' 'domain-endpoint/_bulk' --data-binary
@bulk_movies.json -H 'Content-Type: application/json'

bulk ファイルの形式については、「データのインデックス作成 (p. 222)」を参照してください。
次: ドキュメントの検索 (p. 13)

ステップ 3: Amazon OpenSearch Service でドキュ
メントを検索する
Amazon OpenSearch Service ドメインでドキュメントを検索するには、OpenSearch 検索 API を使用しま
す。または、OpenSearch Dashboards (p. 286) を使用してドメインのドキュメントを検索することもで
きます。

コマンドラインからドキュメントを検索する
movies ドメインで mars という単語を検索するには、次のコマンドを実行します。
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用してドキュメントを検索する
curl -XGET -u 'master-user:master-user-password' 'domain-endpoint/movies/_search?
q=mars&pretty=true'

前のページでバルクデータを使用している場合は、代わりに rebel を検索してください。
次のようなレスポンスが表示されます。
{

}

"took" : 5,
"timed_out" : false,
"_shards" : {
"total" : 5,
"successful" : 5,
"skipped" : 0,
"failed" : 0
},
"hits" : {
"total" : {
"value" : 1,
"relation" : "eq"
},
"max_score" : 0.2876821,
"hits" : [
{
"_index" : "movies",
"_type" : "_doc",
"_id" : "1",
"_score" : 0.2876821,
"_source" : {
"director" : "Burton, Tim",
"genre" : [
"Comedy",
"Sci-Fi"
],
"year" : 1996,
"actor" : [
"Jack Nicholson",
"Pierce Brosnan",
"Sarah Jessica Parker"
],
"title" : "Mars Attacks!"
}
}
]
}

OpenSearch Dashboards を使用してドキュメントを
検索する
OpenSearch Dashboards は OpenSearch で稼働するように設計された、ポピュラーなオープンソースの
可視化ツールです。これは、インデックスを検索してモニタリングするための便利なユーザーインター
フェイスを提供します。

Dashboards を使用して OpenSearch Service ドメインからドキュメントを検索するには
1.

使用しているドメインの OpenSearch Dashboards URL に移動します。この URL は、OpenSearch
Service コンソールのドメインダッシュボードに表示されています。URL はこの形式に従います。
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domain-endpoint/_dashboards/

2.

プライマリユーザー名とパスワードを使ってログインします。

3.

Dashboards を使用するには、少なくとも 1 つのインデックスパターンを作成する必要がありま
す。Dashboards は、そのパターンを使用して、どのインデックスを分析するかを特定します。左の
ナビゲーションパネルを開き、[スタック管理] 、[インデックスパターン] の順に選択してから、[イン
デックスパターンを作成する] を選択します。このチュートリアルでは、movies と入力します。

4.

[次のステップ] を選択してから、[インデックスパターンの作成] を選択します。パターンが作成され
たら、actor および director などのさまざまなドキュメントフィールドを表示できます。

5.

[インデックスパターン] ページに戻り、movies がデフォルトとして設定されていることを確認しま
す。そうでない場合は、パターンを選択し、星アイコンを選択してデフォルトにします。

6.
7.

データの検索を開始するには、左のナビゲーションパネルをもう一度開き、[検出] を選択します。
検索バーに、単一のドキュメントをアップロードした場合は mars と入力するか、複数のドキュメン
トをアップロードした場合は rebel と入力してから [Enter] を押します。俳優名や監督名など、他の用
語を検索してみることができます。

次: ドメインの削除 (p. 15)

ステップ 4: Amazon OpenSearch Service ドメイン
を削除する
このチュートリアルの movies ドメインはテスト用のため、チュートリアルを終了したら、料金が発生し
ないようにこれを削除してください。

コンソールから OpenSearch Service ドメインを削除するには
1.
2.

[Amazon OpenSearch Service] コンソールにサインインします。
[ドメイン] で、[movies]ドメインを選択します。

3.

[削除] を選択して、削除を確認します。

次のステップ
ドメインとインデックス作成データの作成方法がわかったので、次の演習のいくつかを行ってみてくださ
い。
• ドメインを作成するためのアドバンストオプションについて説明します。詳細については、「ドメイン
の作成と管理 (p. 16)」を参照してください。
• ドメイン内のインデックスを管理する方法を見つけてください。詳細については、「インデックス管
理 (p. 292)」を参照してください。
• Amazon OpenSearch Service で作業するためのチュートリアルの 1 つを試してください。詳細について
は、「チュートリアル (p. 420)」を参照してください。
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Amazon OpenSearch Service ドメイ
ンの作成と管理
この章では、Amazon OpenSearch Service ドメインを作成して管理する方法について説明しま
す。OpenSearch Service ドメインは、OpenSearch クラスターと同義です。ドメインは、指定した設定、
インスタンスタイプ、インスタンスカウント、およびストレージリソースを持つクラスターです。
開始方法チュートリアル (p. 11)の簡単な手順とは異なり、この章ではすべてのオプションについて説明
し、関連するリファレンス情報を提供します。AWS Command Line Interface OpenSearch Service コン
ソール、AWS CLI (AWS)、または SDK の手順を使用することで、各手順を完了できます。

OpenSearch Service ドメインの作成
このセクションでは、OpenSearch Service コンソールを使用するか、create-domain コマンドで AWS
CLI を使用して OpenSearch Service を作成する方法を説明します。

OpenSearch Service ドメインの作成 (コンソール)
次の手順に従って、コンソールを使用することで OpenSearch Service ドメインを作成します。

OpenSearch Service ドメインを作成するには (コンソール)
1.

https://aws.amazon.com にアクセスし、[コンソールにサインイン] を選択します。

2.

[分析] の下で、[Amazon OpenSearch Service] を選択します。

3.

[ドメインの作成] を選択します。

4.

[ドメイン名] には、ドメイン名を入力します。名前は次の基準を満たしている必要があります。
• アカウントおよび AWS リージョン に固有
• 先頭が小文字
• 3～28 文字
• 小文字の a～z、0～9 の数字、ハイフン (-) のみ含まれる

5.

標準エンドポイントの https://search-mydomain-1a2a3a4a5a6a7a8a9a0a9a8a7a.useast-1.es.amazonaws.com ではなく、カスタムエンドポイントを使用する場合、[カスタムエンド
ポイントを有効にする] を選択し、名前と証明書を入力します。詳細については、「the section called
“カスタムエンドポイントの作成” (p. 62)」を参照してください。

6.

[デプロイタイプ] で、ドメインの目的に最も一致するオプションを選択します。
• [本番稼働用] ドメインでは、マルチ AZ と専用マスターノードが使用されます。可用性を高めるた
めに使用します。
• [開発およびテスト] ドメインでは、単一のアベイラビリティーゾーンが使用されます。
• [カスタム] ドメインでは、すべての設定オプションから選択できます。

Important
デプロイタイプが異なると、後続のページのオプションが異なります。これらの手順に
は、すべてのオプション (カスタムデプロイタイプ) が含まれます。
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7.

バージョンでは、使用する OpenSearch またはレガシー Elasticsearch OSS のバージョンを選択しま
す。最新バージョンの OpenSearch を選択することをお勧めします。詳細については、「the section
called “サポートされているバージョンの OpenSearch および Elasticsearch” (p. 2)」を参照してくださ
い。
(オプション) ドメインに OpenSearch バージョンを選択した場合は、[互換モードを有効にする] を
選択して OpenSearch のバージョンを 7.10 と報告します。これにより、接続する前にバージョンを
チェックする特定の Elasticsearch OSS クライアントおよびプラグインが、サービスとの動作を続行
できます。

8.

Auto-Tune では、速度と安定性を向上させるために、OpenSearch Service がドメインに対するメモ
リ関連の設定変更を提案できるようにするかどうかを選択します。詳細については、「the section
called “Auto-Tune” (p. 63)」を参照してください。
(オプション) [メンテナンスウィンドウの追加]を選択すると、Auto-Tune がドメインを更新する定期的
なウィンドウがスケジュールされます。

9.

[データノード] の下で、アベイラビリティーゾーンの数を選択します。詳細については、「the
section called “マルチ AZ ドメインの設定” (p. 34)」を参照してください。

Note
OpenSearch Service コンソールは、ドメインの作成後に複数のアベイラビリティーゾーン
から 1 つのアベイラビリティーゾーンへの移行をサポートしていません。2 つまたは 3 つの
アベイラビリティーゾーンを選択し、後で 1 つのアベイラビリティーゾーンに移行する場合
は、AWS CLI または設定 API を使用して ZoneAwarenessEnabled パラメータを無効化す
る必要がああります。
10. [インスタンスタイプ] では、データノードのインスタンスタイプを選択します。詳細については、
「the section called “サポートされるインスタンスタイプ” (p. 375)」を参照してください。

Note
すべてのアベイラビリティーゾーンですべてのインスタンスタイプがサポートされているわ
けではありません。[3-AZ] を選択した場合、R5 や I3 など、現行世代のインスタンスタイプ
の選択が推奨されます。
11. [ノードの数] で、データノードの数を選択します。
最大値については、「the section called “ドメインとインスタンスのクォータ” (p. 407)」を参照
してください。単一ノードのクラスターは、開発とテスト用に適切ですが、本稼働のワークロー
ドには使用しないでください。ガイダンスについては、「the section called “ドメインのサイジン
グ” (p. 363)」および「the section called “マルチ AZ ドメインの設定” (p. 34)」を参照してくださ
い。
12. [Storage type] (ストレージタイプ) で、インスタンスと関連付ける Amazon EBS またはインスタンス
ストアボリュームを選択します。一覧で利用できるボリュームタイプは、選択したインスタンスタ
イプに応じて異なります。特に大きなドメインを作成する際のガイダンスについては、「the section
called “ペタバイトスケール” (p. 366)」を参照してください。
13. ストレージタイプとして EBS を選択した場合は、次の追加設定を設定します。選択したボリュームの
タイプによっては、一部の設定が表示されない場合があります。
設定

説明

EBS ボリュームタイプ

汎用 (SSD) - gp3 および 汎用 (SSD) - gp2、または前世代の プロビ
ジョンド IOPS (SSD) および マグネティック (標準) から選択しま
す。

ノードあたりの EBS スト
レージサイズ

各データノードに接続する EBS ボリュームのサイズを入力します。
[EBS ボリュームサイズ] はノードあたりのサイズで
す。OpenSearch Service ドメインの合計クラスターサイズは、
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設定

説明
データノードの数を EBS ボリュームサイズで乗算して計算できま
す。EBS ボリュームの最小サイズと最大サイズは、指定された EBS
ボリュームタイプとそれがアタッチされるインスタンスタイプの両
方によって異なります。詳細については、「EBS ボリュームサイズ
の制限 (p. 408)」を参照してください。

プロビジョンド IOPS

Provisioned IOPS SSD ボリュームタイプを選択した場合は、ボ
リュームがサポートできる I/O オペレーション/秒 (IOPS) を入力し
ます。

14. (オプション) gp3 ボリュームタイプを選択した場合は、[Advanced settings] (詳細設定) を展開し、各
ノードにプロビジョニングするために、ストレージの料金に含まれるものを超えて、追加の IOPS (最
大 1,000 MiB/秒) とスループット (最大 16,000) を指定します。これには追加料金がかかります。詳細
については、「Amazon OpenSearch Service の料金」を参照してください。
15. [専用マスターノード (p. 367)] のタイプと数を選択します。専用マスターノードは、クラスターの安
定性を高めます。また、インスタンス数が 10 を超えるドメインに必要です。本番稼働用ドメインに
は、3 つの専用マスターノードをお勧めします。

Note
専用マスターノードおよびデータノードの異なるインスタンスタイプを選択できます。たと
えば、データノードの汎用またはストレージ最適化インスタンスを選択できますが、専用マ
スターノードのコンピューティング最適化インスタンスは選択できません。
16. (オプション) UltraWarm ストレージ (p. 292)を有効にするには、[UltraWarm データノードを有効に
する] を選択します。各インスタンスタイプには、アドレス可能なストレージの最大容量 (p. 408)が
あります。この量に、アドレス可能なウォームストレージの合計のウォームデータノードの数を乗算
します。
17. (オプション) [コールドストレージ (p. 301)] を有効にするには、[コールドストレージを有効にする]
を選択します。コールドストレージを有効にするには、UltraWarm を有効にする必要があります。
18. (オプション) OpenSearch または Elasticsearch 5.3 以降を実行しているドメインでは、[スナップ
ショット設定] は無関係です。自動化されたスナップショットの詳細については、「the section called
“インデックススナップショットの作成” (p. 44)」を参照してください。
19. [ネットワーク] セクションで、[VPC アクセス] または [パブリックアクセス] を選択します。[パブリッ
クアクセス] を選択した場合は、次のステップに進みます。[VPC access] (VPC アクセス) を選択する
場合は、[prerequisites] (p. 41) (前提条件) を満たしていることを確認してから、次の設定を行いま
す。
設定

説明

[VPC]

使用する仮想プライベートクラウド (VPC) の ID を選択します。VPC とド
メインが同じ AWS リージョン に存在している必要があり、テナントが [デ
フォルト] に設定されている VPC を選択する必要があります。OpenSearch
Service は専有テナントを使用する VPC をまだサポートしていません。

サブネット

サブネットを選択します。マルチ AZ を有効にした場合、2 つまたは 3 つのサ
ブネットを選択する必要があります。OpenSearch Service は VPC エンドポ
イントと Elastic Network Interface (ENI) をサブネットに配置します。
サブネット内のネットワークインターフェイス用に十分な IP アドレスを予約
する必要があります。詳細については、「VPC サブネットで IP アドレスをリ
ザーブする (p. 43)」を参照してください。

セキュリティグ
ループ

必要なアプリケーションが、ドメインによって公開されているポート (80 また
は 443) およびプロトコル (HTTP または HTTP) で OpenSearch サービスドメ
インに到達できるようにする 1 つ以上の VPC セキュリティグループを選択し
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設定

説明
ます。詳細については、「the section called “VPC サポート” (p. 38)」を参
照してください。

IAM ロール

デフォルトのロールを維持します。OpenSearch Service では、この事前定義
されたロール (サービスにリンクされたロールとも呼ばれる) を使用して VPC
にアクセスし、VPC のサブネットに VPC エンドポイントとネットワークイン
ターフェースを配置します。詳細については、「VPC アクセス用のサービス
にリンクされたロール (p. 43)」を参照してください。

20. きめ細かなアクセスコントロールを有効または無効にします。
• ユーザー管理に IAM を使用する場合は、[IAM ARN をマスターユーザーとして設定] を選択し、IAM
ロールの ARN を指定します。
• 内部ユーザーデータベースを使用する場合は、[マスターユーザーの作成] を選択し、ユーザー名と
パスワードを指定します。
どちらのオプションを選択しても、マスターユーザーはクラスター内のすべてのインデックスとす
べての OpenSearch API にアクセスできます。選択するオプションのガイダンスについては、「the
section called “主要なコンセプト” (p. 155)」を参照してください。
きめ細かなアクセスコントロールを無効にしても、ドメインを VPC 内に配置するか、制限付きアクセ
スポリシーを適用するか、またはその両方を行うことで、ドメインへのアクセスをコントロールでき
ます。きめ細かなアクセスコントロールを使用するには、ノード間の暗号化と保存時の暗号化を有効
にする必要があります。

Note
ドメイン上のデータを保護するために、きめ細かなアクセスコントロールを有効にするこ
とを強くお勧めします。きめ細かなアクセスコントロールにより、クラスター、インデック
ス、ドキュメント、フィールドの各レベルでセキュリティが提供されます。
21. (オプション) OpenSearch Dashboards で SAML 認証を使用する場合は、[SAML 認証を準備する] を
選択します。ドメインが使用できるようになった後、追加のステップについては「the section called
“OpenSearch Dashboards の SAML 認証” (p. 174)」を参照してください。
22. (オプション) OpenSearch Dashboards の Amazon Cognito 認証を使用する場合は、[Amazon Cognito
認証を有効にする] を選択します。次に、OpenSearch ダッシュボードの認証に使用する Amazon
Cognito ユーザープールと ID プールを選択します。これらのリソースの作成のガイダンスについて
は、「the section called “OpenSearch Dashboards の Amazon Cognito 認証” (p. 180)」を参照して
ください。
23. [ドメインアクセスポリシー] では、アクセスポリシーを選択するか、独自のポリシーを設定します。
カスタムポリシーを作成することを選択した場合は、自分で設定することも、別のドメインからイン
ポートすることもできます。詳細については、「the section called “アイデンティティとアクセス管
理” (p. 133)」を参照してください。

Note
VPC アクセスを有効にした場合、IP ベースのポリシーは使用できません。代わりに、ど
の IP アドレスがドメインにアクセスできるかを制御するセキュリティグループを使用で
きます。詳細については、「the section called “VPC ドメインのアクセスポリシーについ
て” (p. 40)」を参照してください。
24. (オプション) ドメインへのすべてのリクエストが HTTPS 経由で到着することを要求するには、[ドメ
インへのすべてのトラフィックに HTTPS が必要] を選択します。
25. (オプション) ノード間の暗号化を有効にするには、[ノード間の暗号化] を選択します。詳細について
は、「the section called “ノード間の暗号化” (p. 132)」を参照してください。
26. (オプション) 保管中のデータの暗号化を有効にするには、[保管時のデータの暗号化を有効にする] を
選択します。
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OpenSearch Service で AWS KMS 暗号化キーを生成する (または既に作成されているキーを使用す
る) 場合は、[Use AWS owned key] を選択します。それ以外の場合は、独自の KMS キーを選択しま
す。詳細については、「the section called “保管中の暗号化” (p. 130)」を参照してください。
27. (オプション) ドメインを説明するタグを追加して、その情報を分類およびフィルタリングできるよう
にします。詳細については、「the section called “ドメインのタグ付け” (p. 66)」を参照してくださ
い。
28. (オプション) クラスターの 詳細設定 を展開して設定します。これらのオプションの概要については、
「the section called “高度なクラスター設定” (p. 22)」を参照してください。
29. [Create] を選択します。

OpenSearch Service ドメインの作成 (AWS CLI)
コンソールを使用して OpenSearch Service ドメインを作成する代わりに、AWS CLI を使用できます。構
文については、AWS CLI コマンドリファレンスの「Amazon OpenSearch Service」を参照してください。

コマンド例
この最初の例は、以下の OpenSearch Service ドメイン設定を示しています。
• OpenSearch バージョン 1.2 で、mylogs という名前の OpenSearch Service ドメインを作成します。
• r6g.large.search インスタンスタイプの 2 つのインスタンスをドメインに追加する
• 各データノードのストレージに 100 GiB 汎用 (SSD) gp3 EBS ボリュームを使用する
• 単一の IP アドレス 192.0.2.0/32 からのみ匿名アクセスを許可する

aws opensearch create-domain --domain-name mylogs --engine-version OpenSearch_1.2
--cluster-config InstanceType=r6g.large.search,InstanceCount=2 --ebs-options
EBSEnabled=true,VolumeType=gp3,VolumeSize=100,Iops=3500,Throughput=125 --access-policies
'{"Version": "2012-10-17", "Statement": [{"Action": "es:*", "Principal":"*","Effect":
"Allow", "Condition": {"IpAddress":{"aws:SourceIp":["192.0.2.0/32"]}}}]}'

次の例は、以下の OpenSearch Service ドメイン設定を示しています。
• Elasticsearch バージョン 7.10 で、mylogs という名前の OpenSearch Service ドメインを作成します。
• r6g.large.search インスタンスタイプの 6 つのインスタンスをドメインに追加する
• 各データノードのストレージに 100 GiB 汎用 (SSD) gp2 EBS ボリュームを使用する
• サービスへのアクセスを、ユーザーの AWS アカウント ID 555555555555 によって識別される単一の
ユーザーに制限する
• 3 つのアベイラビリティーゾーンへのインスタンスを分散する

aws opensearch create-domain --domain-name mylogs -engine-version Elasticsearch_7.10 --cluster-config
InstanceType=r6g.large.search,InstanceCount=6,ZoneAwarenessEnabled=true,ZoneAwarenessConfig={Availabil
--ebs-options EBSEnabled=true,VolumeType=gp2,VolumeSize=100 --access-policies
'{"Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Effect": "Allow", "Principal": {"AWS":
"arn:aws:iam::555555555555:root" }, "Action":"es:*", "Resource": "arn:aws:es:useast-1:555555555555:domain/mylogs/*" } ] }'

次の例は、以下の OpenSearch Service ドメイン設定を示しています。
• OpenSearch バージョン 1.0 で、mylogs という名前の OpenSearch Service ドメインを作成します。
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• r6g.xlarge.search インスタンスタイプの 10 個のインスタンスをドメインに追加する
• 専用マスターノードとして機能する r6g.large.search インスタンスタイプの 3 つのインスタンスを
ドメインに追加する
• ストレージに 100 GiB プロビジョンド IOPS EBS ボリュームを使用し、各データノードに 1000 IOPS
のベースラインパフォーマンスを設定する
• アクセスを単一のユーザーと単一のサブリソース _search API に制限する

aws opensearch create-domain --domain-name mylogs --engine-version OpenSearch_1.0 -cluster-config
InstanceType=r6g.xlarge.search,InstanceCount=10,DedicatedMasterEnabled=true,DedicatedMasterType=r6g.la
--ebs-options EBSEnabled=true,VolumeType=io1,VolumeSize=100,Iops=1000 --access-policies
'{"Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Effect": "Allow", "Principal": { "AWS":
"arn:aws:iam::555555555555:root" }, "Action": "es:*", "Resource": "arn:aws:es:useast-1:555555555555:domain/mylogs/_search" } ] }'

Note
OpenSearch Service ドメインを作成する際に、同じ名前のドメインが既に存在しても、CLI から
エラーは報告されません。その代わりに、既存ドメインの詳細が返されます。

OpenSearch Service ドメインの作成 (AWSSDK）
AWS SDK では (Android および iOS SDK を除く)、CreateDomain も含めて、「Amazon OpenSearch
Service API リファレンス」で定義されたすべてのアクションがサポートされています。サンプルコードに
ついては、「the section called “AWS SDKs の使用” (p. 210)」を参照してください。AWS SDK のインス
トールと使用の詳細については、「AWS Software Development Kits」を参照してください。

OpenSearch Service ドメインの作成 (AWS
CloudFormation)
OpenSearch Service は、リソースとインフラストラクチャの作成と管理の所要時間を短縮できるよう
に AWS リソースをモデル化して設定するためのサービスである AWS CloudFormation と統合されてい
ます。作成する OpenSearch ドメインを説明するテンプレートを作成すれば、CloudFormation がユー
ザーに向けてドメインのプロビジョニングと設定を自動的に行います。OpenSearch ドメインの JSON テ
ンプレートと YAML テンプレートの例を含む詳細については、AWS CloudFormation ユーザーガイドの
「Amazon OpenSearch Service リソースタイプのリファレンス」を参照してください。

アクセスポリシーの設定
Amazon OpenSearch Service には、OpenSearch Service ドメインへのアクセスを設定するいくつか
の方法が用意されています。詳細については、「the section called “アイデンティティとアクセス管
理” (p. 133)」および「the section called “きめ細かなアクセスコントロール” (p. 152)」を参照してくだ
さい。
コンソールは、ドメインの特定のニーズに対応してカスタマイズできる事前定義のアクセスポリシーを提
供します。他の OpenSearch Service ドメインからアクセスポリシーをインポートすることもできます。
上記のアクセスポリシーが VPC アクセスを操作する方法についての詳細は、「the section called “VPC ド
メインのアクセスポリシーについて” (p. 40)」を参照してください。

アクセスポリシーを設定するには (コンソール)
1.

https://aws.amazon.com にアクセスし、[コンソールにサインイン] を選択します。
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2.

[分析] の下で、[Amazon OpenSearch Service] を選択します。

3.

ナビゲーションペインの [ドメイン] で、更新するドメインを選択します。

4.

[アクション] から [セキュリティ設定の編集] を選択します。

5.

アクセスポリシーの JSON を編集するか、事前設定済みのオプションをインポートします。

6.

[Save changes] (変更の保存) をクリックします。

高度なクラスター設定
詳細オプションを使用して、次のように設定します。
リクエストボディのインデックス
HTTP リクエストボディ内で、インデックスへの明示参照を許可するかどうかを指定します。このプ
ロパティを false に設定すると、ユーザーがサブリソースのアクセスコントロールをバイパスできな
くなります。デフォルトでは、値は true に設定されます。詳細については、「the section called “詳
細オプションと API に関する考慮事項” (p. 146)」を参照してください。
フィールドデータのキャッシュ割り当て
フィールドデータに割り当てられる Java ヒープスペースの割合を指定します。デフォルトでは、こ
の設定は JVM ヒープの 20% です。

Note
多くのお客様が、ローテーションするインデックスのクエリを毎日実行していま
す。indices.fielddata.cache.size を使用してベンチマークテストを始めることをお
勧めします。これらのほとんどのユースケースでは JVM ヒープを 40% に設定してくださ
い。非常に大きいインデックスでは、さらに大きいフィールドデータキャッシュが必要にな
ることがあります。
句の最大数
Lucene のブールクエリで許可される句の最大数を指定します。デフォルト値は 1,024 です。クエリ
に含まれる句の数が最大数を超えていると、TooManyClauses エラーが発生します。詳細について
は、Lucene のドキュメントを参照してください。

Amazon OpenSearch Service で設定変更を行う
Amazon OpenSearch Service では、ドメインの更新時に Blue/Green デプロイプロセスが使用されま
す。Blue/Green は通常、2 つの本稼働環境 (ライブとアイドル) に使用して、ソフトウェアの変更時に両者
間で切り替える方法を指します。OpenSearch Service の場合は、ドメインの更新用に新しい環境を作成
し、これらの更新の完了後に新しい環境にユーザーをルーティングする方法を指します。この方法では、
新しい環境へのデプロイに失敗しても、ダウンタイムを最小限に抑えることができ、元の環境を維持する
ことができます。

通常は blue/green デプロイの原因となる変更
次のオペレーションにより、Blue/Green デプロイが発生します。
• インスタンスタイプを変更する
• きめ細かなアクセスコントロールの有効化
• サービスソフトウェアのアップデートを行う
• ドメインに専用マスターノードがない場合に、データインスタンス数を変更する
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• 専用マスターノードを有効または無効にする
• 専用マスターノード数またはインスタンスタイプを変更する
• マルチ AZ を有効または無効にする
• ストレージタイプ、ボリュームタイプ、ボリュームサイズを変更する
• 別の VPC のサブネットを選択する
• VPC セキュリティグループを追加または削除する
• OpenSearch Dashboards の Amazon Cognito 認証を有効または無効にする
• 別の Amazon Cognito ユーザープールまたは ID プールを選択する
• アドバンスト設定を変更する
• エラーログ、監査ログ、またはスローログの CloudWatch への公開を有効または無効にする
• OpenSearch の新しいバージョンへアップグレードする
• [HTTPS が必要] を有効または無効にする
• 保管中のデータの暗号化およびノード間の暗号化を有効にする
• UltraWarm またはコールドストレージを有効または無効にする
• Auto-Tune を無効にし、変更をロールバックする
• カスタムエンドポイントの変更

通常は blue/green デプロイが発生しない変更
ほとんどの場合、次のオペレーションにより、Blue/Green デプロイは発生しません。
• アクセスポリシーを変更する
• 自動スナップショットの時間を変更する
• 変更内容をロールバックせずに Auto-Tune を有効または無効にする
• ドメインに専用マスターノードがある場合に、データノードまたは UltraWarm ノード数を変更する
サービスソフトウェアのバージョンによっては、一部の例外があります。変更による blue/green デプロイ
が起らないことを絶対確実にしたいならば、ドライランを実行 (p. 23)してからドメインを更新してくだ
さい。

変更によって blue/green デプロイ が発生するかどう
かを判定する
事前に計画した設定変更でドライランを行って、blue/green デプロイが発生するかどうか判断すること
ができます。コンソールで変更を加えると、解析の実行 を選択するよう求められ、すると OpenSearch
Service が変更によって発生するデプロイのタイプを算出します。
設定 API を使って、ドライランの分析を行うこともできます。例えば、UpdateDomainConfigリクエスト
は、UltraWarm を有効にすることによって発生するデプロイタイプをテストします。
POST https://es.us-east-1.amazonaws.com/2021-01-01/opensearch/domain/my-domain/config
{
"ClusterConfig": {
"WarmCount": 3,
"WarmEnabled": true,
"WarmType": "ultrawarm1.large.search"
},
"DryRun": true
}
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リクエストは、変更によって発生するデプロイのタイプを回答しますが、実際の更新は行いません。
{

}

"ClusterConfig": {
...
},
"DryRunResults": {
"DeploymentType": "Blue/Green",
"Message": "This change will require a blue/green deployment."
}

考えられるデプロイタイプは、次のとおりです。
• Blue/Green-変更により、blue/green デプロイが発生します。
• DynamicUpdate-変更によって、blue/green デプロイは発生しません。
• Undetermined-ドメインがまだ処理状態であるため、デプロイのタイプを特定できません。
• None-設定変更はありません。

設定変更を開始する
設定の変更を開始すると、OpenSearch Service が最新のサービスソフトウェア (p. 29)を用いて新しい
環境を作成するまで、ドメインの状態は処理中に変更されます。作成した時点でそれはアクティブに戻り
ます。特定のサービスソフトウェアの更新の際は、その間ずっとステータスはアクティブのままです。ど
ちらの場合も、クラスターヘルスと Amazon CloudWatch メトリクスを調べると、ドメイン更新中はクラ
スター内のノード数が一時的に増加 (しばしば倍増) していることを確認できます。次の図では、設定の変
更中にノード数が 11 から 22 に倍増し、更新が完了すると 11 に戻っていることがわかります。

この一時的な増加により、管理対象のノード数がかなり増えるため、クラスターの専用マスターノー
ド (p. 367)への負荷が高くなります。また、OpenSearch Service が古いクラスターから新しいクラス
ターにデータをコピーするため、検索とインデックス作成のレイテンシーが増加する可能性もあります。
クラスターでは、Blue/Green デプロイに関連するオーバーヘッドを処理するための十分な容量を維持する
ことが重要です。

Important
設定の変更およびサービスのメンテナンス中に、追加料金は発生しません。課金対象となるの
は、クラスター用にリクエストしたノード数のみです。詳細については、「the section called “設
定変更に関連する料金” (p. 29)」を参照してください。
専用マスターノードに過度な負荷がかかることを防ぐには、Amazon CloudWatch メトリクスを使用して
使用率をモニタリング (p. 70)できます。推奨される最大値については、「the section called “推奨され
る CloudWatch アラーム” (p. 370)」を参照してください。

設定変更のステージ
設定の変更を開始すると、OpenSearch Service は一連の手順を経てドメインを更新します。コンソール
のドメインステータスで設定変更の進行状況を表示できます。更新が実行される正確な手順は、変更の種
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類によって異なります。また、DescribeDomainChangeProgress> API オペレーションを使用して設定の
変更をモニタリングすることもできます。
サービスソフトウェアの更新中など、blue/green デプロイが実際に開始されるまで、進行状況情報が表示
されない場合があります。この間、ドメインのステータスは Pending Updates です。
設定変更中に更新が実行される可能性のあるステージを次に示します。
ステージ名

説明

検証

ドメインが更新
の要件を満たし
ていることを検
証し、必要に応
じて検証の問
題 (p. 26)を
明らかにしま
す。

新しい環境の作成

blue/green デ
プロイを開始
するために必要
な前提条件を完
了し、必要なリ
ソースを作成し
ます。

新しいノードのプロビジョニング

新しい環境での
新しいインスタ
ンスのセットの
作成。

新しいノードでのトラフィックルーティング

新しく作成され
たデータノード
にトラフィック
をリダイレクト
します。

古いノードでのトラフィックルーティング

古いデータノー
ドでトラフィッ
クを無効にす
る。

削除するノードの準備

ノードを削除す
る準備をしてい
ます。このス
テップは、ドメ
インを縮小して
いる場合にのみ
発生します（例
えば、8 ノード
から 6 ノード
へ）。

シャードの新しいノードへのコピー

古いノードから
新しいノードに
シャードを移動
します。
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ステージ名

説明

ノードの終了

シャードを削
除した後、古い
ノードを終了し
て削除する。

古いリソースの削除

古い環境 (ロー
ドバランサー
など) に関連付
けられているリ
ソースの削除。

動的更新

更新が blue/
green デプロイ
を必要とせず、
動的に適用でき
る場合に表示さ
れます。

検証エラーのトラブルシューティング
設定の変更を開始するか、OpenSearch または Elasticsearch のバージョンアップグレードを実行する
と、OpenSearch Service は最初に一連の検証チェックを実行して、ドメインが更新のための要件を満たし
ていることを確認します。これらのチェックのいずれかが失敗した場合、ドメインを更新する前に修正す
る必要がある特定の問題を含む通知がコンソールで表示されます。OpenSearch Service が明らかにする可
能性のあるドメインの問題と、それらを解決するためのステップを次の表に示します。
問題

エラーコー
ド

トラブルシューティングのステップ

セキュリ
ティグルー
プが見つか
りません

OpenSearch Service ドメインに関連付けられているセキュリティグルー
SecurityGroupNotFound
プが存在しません。この問題を解決するには、指定された名前でセキュリ
ティ グループを作成します。

サブネット
が見つかり
ません

OpenSearch Service ドメインに関連付けられているサブネットが存在し
SubnetNotFound
ません。この問題を解決するには、VPC でサブネットを作成します。

サービスに
リンクされ
たロールが
設定されて
いません

OpenSearch Service のためにサービスにリンクされたロール (p. 193)が
SLRNotConfigured
設定されていません。サービスにリンクされたロールは、OpenSearch
Service によって事前定義されており、ユーザーの代わりにサービスから
他の AWS のサービスを呼び出す必要のある許可がすべて含まれていま
す。ロールが存在しない場合は、手動で作成 (p. 194)する必要がある場
合があります。

十分な IP ア
ドレスがあ
りません

1 つ以上の VPC サブネットに、ドメインを更新するのに十分な IP アドレ
InsufficientFreeIPsForSubnets
スがありません。必要な IP アドレスの数を計算するには、「the section
called “VPC サブネットで IP アドレスをリザーブする” (p. 43)」を参照
してください。

Cognito ユー
ザープール
が存在しま
せん

OpenSearch Service は Amazon Cognito ユーザープールを見つけること
CognitoUserPoolNotFound
ができません。ユーザープールを作成し、正しい ID が設定されているこ
とを確認します。ID を見つけるには、Amazon Cognito コンソールまたは
次の AWS CLI コマンドを使用できます。
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問題

エラーコー
ド

トラブルシューティングのステップ
aws cognito-idp list-user-pools --max-results 60 --region useast-1

Cognito ID
プールが存
在しません

OpenSearch Service は Cognito ID プールを見つけることができません。
CognitoIdentityPoolNotFound
ユーザープールを作成し、正しい ID が設定されていることを確認しま
す。ID を見つけるには、Amazon Cognito コンソールまたは次の AWS
CLI コマンドを使用できます。
aws cognito-identity list-identity-pools --max-results 60 -region us-east-1

ユーザー
プールの
Cognito ドメ
インが見つ
かりません

ユーザープールにドメイン名がありません。Amazon Cognito コンソール
CognitoDomainNotFound
または次の AWS CLI コマンドを使用して、ドメイン名を設定できます。

Cognito ロー
ルが設定さ
れていませ
ん

Amazon Cognito ユーザープールと ID プールを設定し、それらを認証に
CognitoRoleNotConfigured
使用するための許可を OpenSearch Service に付与する IAM ロールが設
定されていません。適切な許可セットと信頼関係を使用してロールを設定
します。デフォルトの CognitoAccessForAmazonOpenSearch (p. 182)
ロールを作成するコンソールを使用するか、AWS CLI または AWS SDK
を使用してロールを手動で設定できます。

ユーザー
プールを記
述できませ
ん

指定された Amazon Cognito ロールには、ドメインに関連付けられた
UserPoolNotDescribable
ユーザープールを記述するための許可がありません。ロールの許可ポリ
シーで cognito-identity:DescribeUserPool アクションが許可
されていることを確認してください。完全な許可ポリシーについては、
「the section called “CognitoAccessForAmazonOpenSearch ロールについ
て” (p. 182)」を参照してください。

ID プールを
記述できま
せん

指定された Amazon Cognito ロールには、ドメインに関連付けられた
IdentityPoolNotDescribable
ID プールを記述するための許可がありません。ロールの許可ポリシー
で cognito-identity:DescribeIdentityPool アクションが許可
されていることを確認してください。完全な許可ポリシーについては、
「the section called “CognitoAccessForAmazonOpenSearch ロールについ
て” (p. 182)」を参照してください。

ユーザーお
よび ID プー
ルを記述で
きません

指定された Amazon Cognito ロールには、ドメインに関連付けられた
CognitoPoolsNotDescribable
ユーザーおよび ID プールを記述するための許可がありません。ロール
の許可ポリシーで cognito-identity:DescribeIdentityPool お
よび cognito-identity:DescribeUserPool アクションが許可さ
れていることを確認してください。完全な許可ポリシーについては、
「the section called “CognitoAccessForAmazonOpenSearch ロールについ
て” (p. 182)」を参照してください。

KMS キーが
有効になっ
ていません

ドメインの暗号化に使用される AWS Key Management Service (AWS
KMSKeyNotEnabled
KMS) キーが無効になっています。すぐにキーを再度有効にします。

aws cognito-idp create-user-pool-domain --domain my-domain -user-pool-id id
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問題

エラーコー
ド

トラブルシューティングのステップ

カスタム
証明書が
[ISSUED]
(発行済み)
の状態では
ありません

ドメインでカスタムエンドポイントを使用している場合は、AWS
InvalidCertificate
Certificate Manager (ACM) で SSL 証明書を生成するか、独自の証明書を
インポートすることでセキュリティを確保します。証明書のステータス
は [Issued] (発行済み) である必要があります。このエラーが発生した場合
は、ACM コンソールで証明書のステータスを確認してください。ステー
タスが [Expired] (期限切れ)、[Failed] (失敗)、[Inactive] (非アクティブ)、
または [Pending validation] (検証の保留中) の場合は、ACM のトラブル
シューティングドキュメントを参照して問題を解決してください。

選択したイ
ンスタンス
タイプを起
動するのに
十分なキャ
パシティが
ありません

リクエストされたインスタンスタイプのキャパシティは利用できませ
InsufficientInstanceCapacity
ん。例えば、5 個の i3.16xlarge.search ノードをリクエストした
が、OpenSearch Service で使用できる十分な i3.16xlarge.search
ホストがないため、リクエストを満たすことができない場合があり
ます。OpenSearch Service でサポートされているインスタンスタイ
プ (p. 375)を確認し、別のインスタンスタイプを選択します。

クラスター
内の赤いイ
ンデックス

RedCluster クラスター内の 1 つ以上のインデックスが赤のステータスになり、全体
的に赤のクラスターステータスになります。この問題のトラブルシュー
ティングおよび修復については、「the section called “赤のクラスター状
態” (p. 449)」を参照してください。

メモリサー
キットブ
レーカー、
リクエスト
が多すぎま
す

ドメインに対する検索および書き込みリクエストが多すぎるた
TooManyRequests
め、OpenSearch Service は設定を更新できません。リクエストの数を減
らしたり、インスタンスを最大 64 GiB の RAM まで垂直方向にスケール
したり、インスタンスを追加して水平方向にスケールしたりできます。

新しい設定
はデータを
保持できま
せん (ディス
ク容量不足)

設定されたストレージサイズでは、ドメインのすべてのデータを保
InsufficientStorageCapacity
持できません。この問題を解決するには、より大きなボリュームを選
択 (p. 408)するか、未使用のインデックスを削除するか、クラスター内
のノードの数を増やしてディスク容量をすぐに解放します。

特定のノー
ドにシャー
ドが固定さ
れています

ドメイン内の 1 つ以上のインデックスが特定のノードにアタッチされて
ShareMovementBlocked
おり、再割り当てできません。これは、シャード割り当てのフィルタリン
グを設定したために発生する可能性が最も高いです。このフィルタリング
は、特定のインデックスのシャードをホストすることを許可するノードを
指定できるようにします。
この問題を解決するには、影響を受けるすべてのインデックスからシャー
ド割り当てフィルターを削除します。
PUT my-index/_settings
{
"settings": {
"index.routing.allocation.require._name": null
}
}
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問題

エラーコー
ド

トラブルシューティングのステップ

新しい設定
はすべての
シャードを
保持できま
せん (シャー
ド数)

ドメインのシャード数が多すぎるため、OpenSearch Service がそれらを
TooManyShards
新しい設定に移行できません。この問題を解決するには、現在のクラス
ターノードと同じ設定タイプのノードを追加して、ドメインを水平にス
ケールします。EBS ボリュームの最大サイズ (p. 408)は、ノードのイン
スタンスタイプによって異なることに注意してください。
今後この問題が発生しないようにするには、「the section called “シャー
ド数の選択” (p. 364)」を参照して、ユースケースに適したシャーディン
グ戦略を定義してください。

設定変更に関連する料金
ドメインの設定を変更すると、「the section called “設定変更” (p. 22)」で説明されているよう
に、OpenSearch Service で新しいクラスターが作成されます。古いものから新しいものへの移行中、以下
の料金が発生します。
• インスタンスタイプを変更した場合、両方のクラスター (最初の 1 時間) が課金されます。最初の 1 時間
の後は、新しいクラスターに対してのみ料金が発生します。EBS ボリュームはクラスターの一部である
ため、2 回課金されることはありません。そのため、課金はインスタンスの課金に従います。
例: 3 つの m3.xlarge インスタンスから 4 つの m4.large インスタンスに設定を変更した場合。最初
の 1 時間は、両方のクラスターに課金されます (3 * m3.xlarge + 4 * m4.large)。最初の 1 時間の後
は、新しいクラスターに対してのみ料金が発生します (4 * m4.large)。
• インスタンスタイプを変更しない場合は、最大のクラスターに対してのみ課金されます (最初の 1 時
間)。最初の 1 時間の後は、新しいクラスターに対してのみ料金が発生します。
例: 6 つの m3.xlarge インスタンスから 3 つの m3.xlarge インスタンスに設定を変更した場合。最初
の 1 時間は、最大のクラスターに課金されます (6 * m3.xlarge)。最初の 1 時間の後は、新しいクラス
ターに対してのみ料金が発生します (3 * m3.xlarge)。

Amazon OpenSearch Service でのサービスソフト
ウェア更新
Note
主要なサービスソフトウェアリリースで行われた変更と追加の詳細については、リリースノー
ト (p. 523)を参照してください。
Amazon OpenSearch Service では、機能追加やドメイン強化を行うシステムソフトウェア更新を定期的
にリリースしています。コンソールの [通知] パネルを使用すると、更新がリリースされているかどうかを
簡単に確認したり、更新のステータスを確認することができます。各通知には、サービスソフトウェア更
新に関する詳細が含まれます。通知の重要度は、それが必要な場合に更新がオプションおよび High の場
合、Informational です。
サービスソフトウェア更新は、OpenSearch バージョンのアップグレードとは異なります。最新バージョ
ンの OpenSearch へのアップグレードについては、「the section called “Amazon OpenSearch Service ド
メインのアップグレード” (p. 54)」を参照してください。

ドメイン更新に関する考慮事項
ドメインを更新するかどうかを決定するときには、以下を考慮します。
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• 利用可能な更新に関するアクションを実行しない場合、OpenSearch Service は、最終的にドメインを更
新します。更新がオプションの場合、ブルー/グリーンデプロイ (p. 22)の原因となる変更を次回行っ
たときに、OpenSearch Service はドメインを更新します。更新が必須である場合、ドメインがまだ更新
されていなければ、OpenSearch Service は特定の期間 (通常は 2 週間) 後にブルー/グリーンデプロイを
開始します。更新の開始時と完了時に通知が届きます。
• 更新を手動で開始した場合、OpenSearch Service は更新の開始時に通知を送信せず、更新が完了したと
きにのみ通知を送信します。
• ソフトウェア更新では、[Blue/Green デプロイ] を使用して、ダウンタイムを最小化します。。更新に
よってクラスターの専用マスターノードに一時的に負荷がかかることがあるため、関連するオーバー
ヘッドを処理するのに十分な容量を確保してください。
ドメインを手動で更新すると、新しい機能をより迅速に活用できます。[更新] を選択すると、OpenSearch
Service はリクエストをキューに入れ、時間があるときに更新を開始します。更新は通常、数分以内に完
了しますが、システムに負荷がかかっている場合は、数時間または数日かかることがあります。更新時間
が長くなるのを避けるため、トラフィックの少ない時間にドメインを更新することを検討してください。

パッチリリース
末尾が「-P」と数字のサービスソフトウェアバージョン (例: R20211203-P4) がパッチリリースです。パッ
チには、パフォーマンスの改善、マイナーなバグ修正、セキュリティ修正または体制の改善が含まれる可
能性があります。パッチリリースには新機能や重大な変更は含まれず、一般的にユーザーに直接的または
顕著な影響はありません。

サービスソフトウェアの更新をリクエストする (コン
ソール)
サービスのソフトウェア更新をリクエストするには (コンソール)
1.

https://aws.amazon.com にアクセスし、[コンソールにサインイン] を選択します。

2.

[分析] の下で、[Amazon OpenSearch Service] を選択します。

3.

ナビゲーションペインの[Domains] (ドメイン) で、ドメイン名を選択して設定を開きます。

4.

[アクション] を選択し、[更新] をクリックして更新を確認します。

サービスソフトウェア更新 (AWS CLI) をリクエストす
る
次の AWS CLI コマンドを送信して、サービスソフトウェアの更新をリクエストします。
aws opensearch start-service-software-update --domain-name my-domain

詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの start-service-software-update および設定 API リファ
レンスの StartServiceSoftwareUpdate を参照してください。

Tip
更新をリクエストした後、それをキャンセルできるわずかな時間がある場合があります。
この PENDING_UPDATE 状態の時間は大きく変わる可能性があり、AWS リージョン および
OpenSearch Service が実行中の同時更新の数によって異なります。キャンセルするには、コン
ソールまたは cancel-service-software-update (CancelServiceSoftwareUpdate) コ
マンドを使用します。
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サービスソフトウェア更新 (SDK) をリクエストする
このサンプル Python スクリプトは、AWS SDK for Python (Boto3) の describe_domain メソッドと
start_service_software_update メソッドを使用して、ドメインがサービスソフトウェアの更新に適格かど
うかを確認し、適格である場合は更新を開始します。domain_name の値を指定する必要があります。
import boto3
from botocore.config import Config
import time
# Build the client using the default credential configuration.
# You can use the CLI and run 'aws configure' to set access key, secret
# key, and default region.
my_config = Config(
# Optionally lets you specify a Region other than your default.
region_name='us-east-1'
)
domain_name = ''

# The name of the domain to check and update

client = boto3.client('opensearch', config=my_config)
def getUpdateStatus(client):
"""Determines whether the domain is eligible for an update"""
response = client.describe_domain(
DomainName=domain_name
)
sso = response['DomainStatus']['ServiceSoftwareOptions']
if sso['UpdateStatus'] == 'ELIGIBLE':
print('Domain [' + domain_name + '] is eligible for a service software update from
version ' +
sso['CurrentVersion'] + ' to version ' + sso['NewVersion'])
updateDomain(client)
else:
print('Domain is not eligible for an update at this time.')
def updateDomain(client):
"""Starts a service software update for the eligible domain"""
response = client.start_service_software_update(
DomainName=domain_name
)
print('Updating domain [' + domain_name + '] to version ' +
response['ServiceSoftwareOptions']['NewVersion'] + '...')
waitForUpdate(client)
def waitForUpdate(client):
"""Waits for the domain to finish updating"""
response = client.describe_domain(
DomainName=domain_name
)
status = response['DomainStatus']['ServiceSoftwareOptions']['UpdateStatus']
if status == 'PENDING_UPDATE' or status == 'IN_PROGRESS':
time.sleep(30)
waitForUpdate(client)
elif status == 'COMPLETED':
print('Domain [' + domain_name +
'] successfully updated to the latest software version')
else:
print('Domain is not currently being updated.')
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def main():
getUpdateStatus(client)

サービスソフトウェア更新のイベントのモニタリング
OpenSearch Service はサービスのソフトウェア更新が利用可能になったとき、必要なとき、開始したと
き、完了したとき、または失敗したときに、通知 (p. 32)を送信します。これらの通知は、OpenSearch
Service コンソールの [Notifications] (通知) パネルで確認できます。また、これらの通知をイベントとして
Amazon EventBridge に送信します。Amazon EventBridge では、イベントの受信時に E メールを送信し
たり、特定のアクションを実行したりするルールを設定できます。チュートリアル例については、「the
section called “チュートリアル: 利用可能な更新に関する SNS アラートの送信” (p. 124)」を参照してく
ださい。
Amazon EventBridge に送信される各サービスソフトウェアイベントの形式については、「the section
called “サービスソフトウェア更新イベント” (p. 110)」を参照してください。

ドメインが更新の対象でない場合
次のテーブルに示されているいずれかの状態にある場合、ドメインはサービスソフトウェア更新の対象外
である可能性があります。
状態

説明

処理中のドメイン

ドメインは、設定変更中です。オペレーション完了後、更新の適格性を確認
します。

赤のクラスター状態

クラスター内の 1 つ以上のインデックスが赤です。トラブルシューティング
ステップについては、「the section called “赤のクラスター状態” (p. 449)」
を参照してください。

高いエラー率

OpenSearch クラスターはリクエストの処理を試みましたが、大量の 5xx エ
ラーを返しています。この問題は通常、同時読み取りまたは書き込みリク
エストが多すぎることで起こります。クラスターへのトラフィックを減らす
か、ドメインのスケーリングを検討してください。

スプリットブレイン

スプリットブレインとは、OpenSearch クラスターに 1 つ以上のマスター
ノードがあり、決して独自に再結合することのない 2 つのクラスターに分割
されているという意味です。専用マスターノード (p. 367)の推奨値を使用す
ることで、スプリットブレインを回避できます。スプレッドブレインからの
復旧方法については、AWS Support にお問い合わせください。

Amazon Cognito の統合
の問題

ドメインで OpenSearch Dashboards の認証 (p. 180)を使用してお
り、OpenSearch Service では 1 つ以上の Amazon Cognito リソースが見つか
りません。この問題は通常、Amazon Cognito ユーザープールがない場合に発
生します。この問題を修正するには、見つからないリソースを再作成し、そ
のリソースを使用するように OpenSearch Service ドメインを設定します。

OpenSearch Service の
サービスに関するその
他の問題

OpenSearch Service 自体の問題により、ドメインが更新対象外として表示さ
れる可能性があります。前の条件がドメインに当てはまらず、問題が 1 日以
上続く場合は、AWS Support にお問い合わせください。

Amazon OpenSearch Service での通知
Amazon OpenSearch Service での通知には、現在、ユーザーのドメインで利用可能なソフトウェアアップ
デートと Auto-Tune イベントに関する情報が含まれています。将来的には、ドメインの正しいインスタン
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スタイプへの移行や、パフォーマンスのボトルネックを減らすためのシャードの再調整など、パフォーマ
ンス最適化の推奨事項も含まれる可能性があります。
OpenSearch Service コンソール内または Amazon EventBridge 内の[Notifications] (通知) パネルで通知
を表示できます。一部の通知は、AWS Personal Health Dashboard でも利用できます。OpenSearch お
よび Elasticsearch OSS のすべてのバージョンで利用可能ですが、いくつかのマイナーな例外がありま
す。EventBridge に送信される各イベントの形式については、「the section called “イベントのモニタリン
グ” (p. 110)」を参照してください。

通知の使用開始
通知は、ドメインの作成時に自動的に有効になります。OpenSearch Service コンソールの通知パネルに進
み、通知のモニタリングと確認を行います。各通知には、通知が投稿された時刻、関連するドメイン、重
要度とステータスレベル、簡単な説明などの情報が含まれます。コンソールでは、最大 90 日間の履歴通
知を表示できます。
[通知] パネルにアクセスした後または通知を確認した後に、es:ListNotifications または
es:UpdateNotificationStatus を実行するアクセス許可がないことを示すエラーメッセージが表示さ
れることがあります。この問題を解決するには、IAM でユーザーまたはロールに次のアクセス許可を付与
します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"es:UpdateNotificationStatus",
"es:ListNotifications"
],
"Resource": "arn:aws:es:*:123456789012:domain/*"
}]

IAM コンソールは、エラー (「IAM does not recognize one or more actions.」) をスローしますが、この
エラーは安全に無視できます。また、特定のドメインに対する es:UpdateNotificationStatus アク
ションを制限することもできます。詳細については、the section called “ポリシーエレメントのリファレン
ス” (p. 140)を参照してください。

通知重要度
OpenSearch サービスでの通知は、すでに実行されているアクションまたはドメインのオペレーションに
関連する [情報]、または特定のアクション (必須のセキュリティパッチの適用など) を取る必要のある [実用
的] です。各通知には、重要度 (Informational、Low、Medium、High、または Critical) が関連付け
られています。次の表に重大度の一覧を示します。
重要度

説明

例

Informational

ドメインのオペレーションに
関連する情報。

• サービスソフトウェア更新が利用可能

推奨されるアクションです
が、アクションを行わない
場合、ドメインの可用性やパ
フォーマンスに悪影響を及ぼ
しません。

• Auto-Tune がキャンセルされました

Low

• Auto-Tune が開始されました
• シャードカウントが高い警告
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重要度

説明

例

Medium

推奨されるアクションが実行
されないが、アクションが実
行されるまでの時間枠が長く
なった場合、影響が生じる可
能性があります。

• サービスソフトウェアの更新に失敗しました

悪影響を避けるためには、緊
急のアクションが必要です。

• サービスソフトウェア更新が必要

悪影響を避けるために、また
はそこから回復するために、
即時のアクションが必要で
す。

現在利用可能なものはありません

High
Critical

• シャード数の制限を超えました

• KMS キーにアクセスできない

サンプル EventBridge イベント
次の例は、Amazon EventBridge に送信される OpenSearch Service の通知イベントを示しています。更新
はオプションでなので、通知の重要度は Informational です。
{

}

"version": "0",
"id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
"detail-type": "Amazon OpenSearch Service Software Update Notification",
"source": "aws.es",
"account": "123456789012",
"time": "2016-11-01T13:12:22Z",
"region": "us-east-1",
"resources": ["arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"],
"detail": {
"event": "Service Software Update",
"status": "Available",
"severity": "Informational",
"description": "Service software update [R20200330-p1] available."
}

Amazon OpenSearch Service でのマルチ AZ ドメ
インの設定
サービス中断が発生した場合にデータの損失を防ぎ、Amazon OpenSearch Service クラスターのダウンタ
イムを最小限に抑えるため、同じリージョン内の 2 つまたは 3 つのアベイラビリティーゾーン間にノード
を分散できます。これは、マルチ AZ と呼ばれる設定です。アベイラビリティーゾーンは、各 AWS リー
ジョン内の独立した場所です。
実稼働ワークロードを実行するドメインの場合、次の設定をお勧めします。
• OpenSearch Service により 3 つのアベイラビリティーゾーンをサポートするリージョンを選択します。
• 3 つのゾーン間にドメインをデプロイします。
• 専用マスターノードおよびデータノードに現行世代のインスタンスタイプを選択します。
• 3 つの専用マスターノードと少なくとも 3 つのデータノードを使用します。
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• クラスター内のインデックスごとに少なくとも 1 つのレプリカを作成します。
このセクションの残りの部分では、これらの推奨事項について説明し、そのコンテキストを示します。

シャード分散
マルチ AZ を有効にする場合は、クラスターの各インデックスに少なくとも 1 つのレプリカを作成する必
要があります。レプリカがないと、OpenSearch Service はデータのコピーを他のアベイラビリティーゾー
ンに分散できないため、マルチ AZ の意味がほとんどなくなります。さいわい、すべてのインデックスの
デフォルト設定で、レプリカの数は 1 つです。次の図に示すように、OpenSearch Service は、最善の方法
でプライマリシャードとそれに対応するレプリカシャードを異なるゾーンに分散します。

シャードをアベイラビリティーゾーンごとに分散することに加えて、OpenSearch Service はノードごとに
シャードを分散します。それでも、特定のドメイン設定ではシャード数が不均等にある場合があります。
次のドメインを考えます。
• データノード x 5
• プライマリシャード x 5
• レプリカ x 2
• アベイラビリティーゾーン x 3
この状況では、次の図に示すように、OpenSearch Service はゾーン間でプライマリシャードとレプリカ
シャードを分散するために 1 つのノードをオーバーロードする必要があります。
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個々のノードに負荷がかかってパフォーマンスが低下する可能性があるこのような状況を回避するため、
インデックスあたりのレプリカが複数になる予定の場合は 3 の倍数のインスタンス数を選択することをお
勧めします。

専用マスターノード分散
ドメインを設定するときに 2 つのアベイラビリティーゾーンを選択した場合でも、OpenSearch Service は
3 つのアベイラビリティーゾーン間に専用マスターノード (p. 367)を自動的に分散します。この分散によ
り、ゾーンでサービス中断が発生した場合にクラスターのダウンタイムを防ぐことができます。推奨され
る 3 つの専用マスターノードを使用していて、1 つのアベイラビリティーゾーンがダウンした場合でも、
クラスターには専用マスターノードのクォーラム (2) が残り、新しいマスターを選択できます。この設定
は以下の図のようになります。
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この自動分散にはいくつかの重要な例外があります。
• 3 つのアベイラビリティーゾーンで使用できない旧世代のインスタンスタイプを選択した場合、以下の
シナリオが適用されます。
• ドメインに 3 つのアベイラビリティーゾーンを選択した場合、OpenSearch Service はエラーをスロー
します。異なるインスタンスタイプを選択し、もう一度試します。
• ドメインに 2 つのアベイラビリティーゾーンを選択した場合、OpenSearch Service は 2 つのゾーン
間に専用マスターノードを分散します。
• すべての AWS リージョンに 3 つのアベイラビリティーゾーンがあるわけではありません。それらの
リージョンでは、2 つのゾーンのみを使用するようにドメインを設定できます (OpenSearch Service は
2 つのゾーン間にのみ専用マスターノードを分散できます)。

アベイラビリティーゾーンの中断
アベイラビリティーゾーンの中断が発生することはほとんどありませんが、起こり得ます。以下の表に、
各種マルチ AZ 設定と中断時の動作を示します。
リージョン内
のアベイラビリ
ティーゾーン数

選択したアベ
イラビリティー
ゾーンの数

専用マスター
ノードの数

1 つのアベイラビリティーゾーンで中断が発生した
場合の動作

2 以上

2

0

ダウンタイム。クラスターのデータノードの半分
が失われます。マスターを選択する前に残りのア
ベイラビリティーゾーンで少なくとも 1 つを置き
換える必要があります。

2

2

3

ダウンタイムの可能性は五分五分で
す。OpenSearch Service は、2 つの専門マスター
ノードを 1 つのアベイラビリティーゾーンに、も
う 1 つを他のアベイラビリティーゾーンに分散し
ます。
• 専用マスターノードが 1 つのアベイラビリ
ティーゾーンで中断が発生した場合、残りのア
ベイラビリティーゾーン内の 2 つの専用マス
ターノードがマスターを選択できます。
• 専用マスターノードが 2 つのアベイラビリ
ティーゾーンで中断が発生した場合、残りのア
ベイラビリティーゾーンが回復するまでクラス
ターは使用できません。

3 以上

2

3

ダウンタイムはありません。OpenSearch Service
は、専用マスターノードを 3 つのアベイラビリ
ティーゾーン間で自動的に分散するため、残りの
2 つの専用マスターノードがマスターを選択できま
す。

3 以上

3

0

ダウンタイムはありません。データノードの約 3
分の 2 が引き続きマスターを選択できます。

3 以上

3

3

ダウンタイムはありません。残りの 2 つの専用マ
スターノードがマスターを選択できます。
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原因に関係なくあらゆる設定において、ノードの障害が発生すると、欠落したノードを置き換えるために
OpenSearch Service が自動的に新しいノードを設定する間、クラスターの残りのデータノードで非常に大
きな負荷がかかる期間が発生する可能性があります。
たとえば、3 ゾーン設定でアベイラビリティーゾーンが中断した場合、3 分の 2 に相当するデータノード
がクラスターへのリクエストを処理する必要があります。これらのリクエストを処理するとき、残りの
ノードはオンラインになる新しいノードにもシャードをレプリケートするため、さらにパフォーマンスに
影響が及びます。ワークロードにとって可用性が重要な場合、クラスターにリソースを追加してこの問題
を緩和することを検討してください。

Note
OpenSearch Service はマルチ AZ ドメインを透過的に管理するため、アベイラビリティーゾーン
の中断を手動でシミュレートすることはできません。

VPC 内で Amazon OpenSearch Service ドメインを
起動する
AWS リソース (Amazon OpenSearch Service ドメインなど) を Virtual Private Cloud (VPC) 内で起動でき
ます。VPC は、自分の AWS アカウント 専用の仮想ネットワークです。VPC は、AWS クラウドの他の仮
想ネットワークから論理的に切り離されています。OpenSearch Service ドメインを VPC に配置すると、
インターネットゲートウェイ、NAT デバイスや VPN 接続なしで、OpenSearch Service と他のサービス間
に VPC 内で安全な通信ができるようになります。すべてのトラフィックは AWS クラウド内で安全に保持
されます。

Note
OpenSearch Service ドメインを VPC 内に配置する場合、コンピュータが VPC に接続できる必
要があります。多くの場合、この接続では、VPN、Transit Gateway、マネージド型のネットワー
ク、またはプロキシサーバーを使用します。VPC の外部からドメインに直接アクセスすることは
できません。

VPC 対パブリックドメイン
以下に、VPC ドメインとパブリックドメインの違いを示します。それぞれの違いについては、後半で説明
します。
• 論理的な隔離により、VPC 内に存在するドメインには、パブリックエンドポイントを使用するドメイン
に比較して、より拡張されたセキュリティレイヤーがあります。
• パブリックドメインはインターネットに接続されたあらゆるデバイスからアクセスできますが、VPC ド
メインには何らかの形式の VPN またはプロキシが必要です。
• パブリックドメインと比較すると、コンソールに表示される VPC ドメインの情報は少なくなります。具
体的には、[クラスターヘルス] タブにはシャード情報が含まれておらず、[インデックス] タブは存在し
ません。
• ドメインエンドポイントは、異なる形式 (https://search-domain-name 対 https://vpcdomain-name) を取ります。
• セキュリティグループには IP ベースのアクセス権限ポリシーですでに強化されているため、VPC 内に
存在するドメインに IP ベースのアクセス権限ポリシーを適用することはできません。

制約事項
VPC 内の OpenSearch Service ドメイン運用には次の制限があります。
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• VPC 内に新規ドメインを起動する場合、後でパブリックエンドポイントの使用に切り替えることはで
きません。その逆も同じ結果となります。パブリックエンドポイントでドメインを作成する場合、後で
VPC に配置することはできません。代わりに、新規のドメインを作成して、データを移行する必要があ
ります。
• VPC 内でドメインを起動すること、あるいはパブリックエンドポイントを使用することができますが、
両方を実行することはできません。ドメイン作成時にどちらかを選択する必要があります。
• 専有テナントを使用している VPC 内でドメインを起動することはできません。テナントを [デフォルト]
に設定した VPC を使用する必要があります。
• VPC 内にドメインをセットした後で、そのドメインを別の VPC に移動することはできませんが、サブ
ネットとセキュリティグループの設定は変更可能です。
• VPC 内に存在するドメイン用に OpenSearch Dashboards のデフォルトインストールにアクセスする
には、VPC へのアクセスを保持している必要があります。このプロセスはネットワーク構成によって
異なりますが、VPN への接続、ネットワークの管理あるいはプロキシサーバーまたは Transit Gateway
の使用が必要となる場合がほとんどです。詳細については、「the section called “VPC ドメインのア
クセスポリシーについて” (p. 40)」、「Amazon VPC ユーザーガイド」および「the section called
“OpenSearch Dashboards へのアクセス権のコントロール” (p. 286)」を参照してください。

アーキテクチャ
VPC をサポートするために、OpenSearch Service はエンドポイントを VPC の 1 つ、2 つ、または 3 つの
サブネットに配置します。ドメインに対して複数のアベイラビリティーゾーン (p. 34)を有効にする場
合、各サブネットは同じリージョンの異なるアベイラビリティーゾーンに存在する必要があります。アベ
イラビリティーゾーンを 1 つしか使用しない場合、OpenSearch Service は 1 つのサブネットのみにエン
ドポイントを配置します。
次の図は、1 つのアベイラビリティーゾーンの VPC アーキテクチャを示しています。

次の図は、2 つのアベイラビリティーゾーンの VPC アーキテクチャを示しています。
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また、OpenSearch Service は各データノード用に VPC 内に Elastic Network Interface (ENI) を配置しま
す。OpenSearch Service は、各 ENI にサブネットの IPv4 アドレス範囲内のプライベート IP アドレスを
割り当てます。また、このサービスは、IP アドレスにパブリック DNS ホスト名 (これは、ドメインエン
ドポイントです) も割り当てます。データノード用に適確な IP アドレスでエンドポイント (DNS ホスト名)
を解決するために、パブリック DNS サービスを使用する必要があります。
• VPC が enableDnsSupport オプションを true (デフォルト値) に設定して Amazon が提供する DNS
サーバーを使用する場合、OpenSearch Service エンドポイントの解決は成功します。
• VPC がプライベート DNS サーバーを使用し、このサーバーが DNS ホスト名を解決するためにパブ
リック権限の DNS サーバーに到達できる場合にも、OpenSearch Service エンドポイントの解決は成功
します。
IP アドレスは変更する可能性があるため、ドメインのエンドポイントを定期的に解決して常に正しいデー
タノードにアクセスできるようにすることが重要です。DNS 解決間隔を 1 分間に設定することが推奨され
ます。クライアントを使用している場合には、クライアント側の DNS キャッシュもクリアしていること
も確認する必要があります。

Note
OpenSearch Service は VPC での IPv6 アドレスをサポートしていません。IPv6 が有効化されて
いる VPC を使用することはできますが、ドメインは IPv4 アドレスを使用します。

パブリックアクセスから VPC アクセスに移行する
ドメインを作成するときは、このドメインがパブリックエンドポイントにあるか、あるいは VPC 内に存
在するかを指定します。一度作成すると、選択を別のものに切り替えることはできません。代わりに、新
規のドメインを作成して、手動で再度インデックスするか、またはデータを移行する必要があります。ス
ナップショットは、データの移行に便利な手段です。スナップショットの作成と復元の詳細については、
「the section called “インデックススナップショットの作成” (p. 44)」を参照してください。

VPC ドメインのアクセスポリシーについて
VPC 内に OpenSearch Service ドメインを配置すると、内在する強力なセキュリティ層を提供します。パ
ブリックアクセスのドメインを作成する場合、エンドポイントは次の形式になります。
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https://search-domain-name-identifier.region.es.amazonaws.com

「パブリック」ラベルが示すように、このエンドポイントはすべてのインターネット接続デバイスからア
クセスできますが、このアクセスを制御 (p. 133)でき、制御する必要があります。ウェブブラウザでエン
ドポイントにアクセスするときに Not Authorized メッセージを受信することがありますが、リクエス
トはドメインに届きます。
VPC アクセスを使用してドメインを作成する場合、このエンドポイントはパブリックエンドポイントに類
似しています。
https://vpc-domain-name-identifier.region.es.amazonaws.com

ウェブブラウザでエンドポイントにアクセスしようとすると、リクエストがタイムアウトする場合があり
ます。基本的な GET リクエストを実行するときでも、コンピューターが VPC に接続していることが必要
です。多くの場合、この接続では、VPN、Transit Gateway、マネージド型のネットワーク、またはプロキ
シサーバーを使用します。使用できるさまざまな形式の詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの
「VPC の例」を参照してください 。開発に焦点を置いた例については、「the section called “VPC ドメイ
ンをテストする” (p. 42)」を参照してください。
この接続要件に加えて、VPC はセキュリティグループを使用したドメインへのアクセス管理を可能にしま
す。多くのユースケースでは、このセキュリティ機能の組み合わせで十分となり、ドメインにオープンな
アクセスポリシーを安心して適用できます。
オープンなアクセスポリシーで操作することは、インターネット上の誰でも OpenSearch Service ドメ
インにアクセスできることを意味するものではありません。むしろこれは、リクエストが OpenSearch
Service ドメインに到達し、関連付けられたセキュリティグループがそれを許可することは、ドメインが
このリクエストを受け入れることを意味します。唯一の例外は、きめ細かなアクセスコントロールまたは
IAM ユーザーまたはロールを指定するアクセスポリシーの使用です。これらの状況では、ドメインがリク
エストを受信するには、セキュリティグループがそのリクエストを許可し、そしてこのリクエストが有効
な認証情報で署名されていることが必要です。

Note
セキュリティグループには IP ベースのアクセス権限ポリシーですでに強化されているため、VPC
内に存在する OpenSearch Service ドメインに IP ベースのアクセス権限ポリシーを適用すること
はできません。パブリックエンドポイントを使用する場合、IP ベースのポリシーを引き続き利用
できます。

開始する前に: VPC アクセスの前提条件
VPC と新規の OpenSearch Service ドメイン間の接続を有効にするためには、次を実行する必要がありま
す。
• VPC を作成します。
VPC を作成するには、 コンソール、AWS CLI、またはいずれかの AWS SDK を使用できます。詳細に
ついては、Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC の使用」を参照してください。VPC が既にある場
合、このステップは省略できます。
• IP アドレスのリザーブ
OpenSearch Service は、ネットワークインターフェースを VPC のサブネットに配置することで、VPC
をドメインに接続できるようにします。各ネットワークインターフェースは 1 つの IP アドレスに関連付
けられます。ネットワークインターフェースのためにサブネットで十分な数の IP アドレスをリザーブす
る必要があります。詳細については、「VPC サブネットで IP アドレスをリザーブする (p. 43)」を参
照してください。
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VPC ドメインをテストする
VPC のセキュリティを強化することで、ドメインへの接続や、基本的なテスト実行を行うことができま
す。OpenSearch Service VPC ドメインがすでにあり、VPC サーバーを作成しない場合は、次のプロセス
をお試しください。
1. ドメインのアクセスポリシーに [きめ細かなアクセスコントロールのみを使用] を選択します。この設定
は、テスト完了後にいつでも更新できます。
2. OpenSearch Service ドメインと同じ VPC、サブネット、およびセキュリティグループに Amazon
Linux Amazon EC2 インスタンスを作成します。
このインスタンスはテストを目的としており、必要な作業はわずかであるため、安価なインスタンスタ
イプ (例: t2.micro) を選択します。インスタンスにパブリック IP アドレスを割り当てたら、新しい
キーペアを作成するか、既存のキーペアを選択します。新しいキーを作成する場合は、~/.ssh ディレ
クトリにダウンロードします。
インスタンス作成の詳細については、「Amazon EC2 Linux インスタンスの開始方法」を参照してくだ
さい。
3. インターネットゲートウェイを VPC に追加します。
4. VPC のルートテーブルで、新しいルートを追加します。[送信先] で、コンピュータのパブリック IP ア
ドレスを含む CIDR ブロックを指定します。[ターゲット] で、先ほど作成したインターネットゲート
ウェイを指定します。
たとえば、コンピュータが 1 つのみの場合は 123.123.123.123/32、複数の場合には
123.123.123.0/24 を指定します。
5. セキュリティグループで、2 つのインバウンドルールを指定します。
タイプ

プロトコル

ポート範囲

ソース

SSH (22)

TCP (6)

22

your-cidr-block

HTTPS (443)

TCP (6)

443

your-securitygroup-id

最初のルールでは、EC2 インスタンスに SSH 接続できます。2 番目のルールでは、EC2 インスタンス
から OpenSearch Service ドメインに HTTPS 経由で通信できるようになります。
6. ターミナルから、次のコマンドを実行します。
ssh -i ~/.ssh/your-key.pem ec2-user@your-ec2-instance-public-ip -N -L 9200:vpc-domainname.region.es.amazonaws.com:443

このコマンドでは、https://localhost:9200 へのリクエストを EC2 インスタンスから OpenSearch
Service ドメインに転送する SSH トンネルが作成されます。コマンドでポート 9200 を指定する
と、OpenSearch のローカルインストールがシミュレートされますが、任意のポートを使用しま
す。OpenSearch サービスでは、ポート 80 (HTTP) または 443 (HTTPS) 経由でのみ接続を受け入れま
す。
このコマンドではフィードバックは返らず、無限に実行されます。停止するには、Ctrl + C を押しま
す。
7. ウェブブラウザで https://localhost:9200/_dashboards/ に移動します。セキュリティ例外の承認が必要な
場合があります。
https://localhost:9200curl、Postman、またはお気に入りのプログラミング言語を使用して、 にリクエス
トを送信することもできます。
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Tip
証明書の不一致が原因で curl のエラーが発生した場合は、--insecure フラグを試してくださ
い。

VPC サブネットで IP アドレスをリザーブする
OpenSearch Service は、ネットワークインターフェイスを VPC の 1 つのサブネット (複数のアベイ
ラビリティーゾーン (p. 34)を有効にした場合には VPC の複数のサブネット) に配置することでドメ
インを VPC に接続します。各ネットワークインターフェースは 1 つの IP アドレスに関連付けられま
す。OpenSearch Service ドメインを作成する前に、ネットワークインターフェースを対応するために十分
な数の IP アドレスを各サブネットで有効にしておく必要があります。
基本的な計算として、各サブネットで OpenSearch Service が予約する IP アドレスの数は、データノード
の数に 3 をかけた数をアベイラビリティーゾーンの数で割った数になります。
例
• 3 つのアベイラビリティーゾーンで 1 つのドメインに 9 つのデータノードがある場合、サブネットあた
りの IP アドレスの数は、9 x 3 ÷ 3 = 9 になります。
• 2 つのアベイラビリティーゾーンで 1 つのドメインに 8 つのデータノードがある場合、サブネットあた
りの IP アドレスの数は、8 x 3 ÷ 2 = 12 になります。
• 1 つのアベイラビリティーゾーンで 6 つのドメインに 1 つのデータノードがある場合、サブネットあた
りの IP アドレスの数は、6 ｘ 3 ÷ 1 = 18 になります。
ドメインを作成する場合、OpenSearch Service は IP アドレスを予約し、一部をドメインに使用して、残
りは Blue/Green デプロイ (p. 22)用に予約します。Amazon EC2 コンソール の [ネットワークインター
フェース] セクションからネットワークインターフェースと関連する IP アドレスを表示できます。[説明]
列は、ネットワークインターフェイスのどの OpenSearch Service ドメインが関連付けられているかを示
しています。

Tip
OpenSearch Service リザーブド IP アドレス用の専用サブネットを作成することが推奨されま
す。専用サブネットを使用することで、他のアプリケーションやサービスとの重複を回避でき、
将来的にクラスターをスケールする必要が生じた場合に追加の IP アドレスをリザーブできること
を確保します。詳細については、「VPC でサブネットを作成する」を参照してください。

VPC アクセス用の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、サービスに権限を委任する一意のタイプの IAM ロールであり、ユー
ザーに代わってリソースを作成して管理できます。OpenSearch Service には、VPC にアクセスし、ドメ
インのエンドポイントを作成し、VPC のサブネットにネットワークインターフェースを配置するために、
サービスにリンクされたロールが必要です。
OpenSearch サービスコンソールを使用して VPC 内にドメインを作成する場合、OpenSearch Service は
自動的にこのロールを作成します。この自動作成を成功させるには、iam:CreateServiceLinkedRole
アクションへのアクセス許可が必要です。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
れたロールの許可」を参照してください。
OpenSearch Service がロールを作成すると、IAM コンソールを使用してこのロールを表示することができ
ます (AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchService)。
このロールのアクセス権限およびその削除方法の詳細については、「the section called “サービスにリンク
されたロール” (p. 193)」を参照してください。
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Amazon OpenSearch Service でのインデックスス
ナップショットの作成
Amazon OpenSearch Service でのスナップショットはクラスターのインデックスと状態のバックアップ
です。状態には、クラスター設定、ノード情報、インデックス設定、シャードの割り当てなどが含まれま
す。
OpenSearch Service のスナップショットには、次のような形式が用意されています。
• 自動スナップショットは、クラスターの復元専用です。クラスターのステータスが赤くなった場合や、
データが失われた場合に、ドメインを復元するために使用できます。詳細については、「スナップ
ショットの復元 (p. 51)」を参照してください。OpenSearch Service では、事前設定された Amazon
S3 バケットに自動スナップショットを追加料金なしで保存します。
• 手動スナップショットは、クラスターの復元、またはクラスター間でのデータの移行に使用します。
手動スナップショットを開始する必要があります。これらのスナップショットは独自の Amazon S3 バ
ケットに保存され、標準の S3 料金が適用されます。セルフマネージド OpenSearch クラスターのス
ナップショットがある場合、そのスナップショットを使用して OpenSearch Service ドメインに移行で
きます。詳細については、「Amazon OpenSearch Service への移行 (p. 425)」を参照してください。
すべての OpenSearch Service ドメインで自動スナップショットを取得しますが、頻度は以下の点で異な
ります。
• OpenSearch または Elasticsearch 5.3 以降を実行しているドメインでは、OpenSearch Service は 1 時
間ごとに自動的にスナップショットを取得し、最大 336 個のスナップショットを 14 日間保持します。
時間単位のスナップショットは増分的な性質があるため、中断が少なくなります。また、ドメインの問
題が発生した場合に、より最近のリカバリポイントを提供します。
• Elasticsearch 5.1 以前を実行しているドメインでは、OpenSearch Service は 1 日ごとに指定する時刻に
自動でスナップショットを取得し、14 個のスナップショットを 保持しますが、30 日間を超えてスナッ
プショットデータを保持することはありません。
クラスターのステータスが赤になると、クラスターのステータスが維持されている間、すべての自動
スナップショットが失敗します。2 週間以内にこの問題を解決しない場合、クラスターのデータは永遠
に失われます。トラブルシューティングステップについては、「the section called “赤のクラスター状
態” (p. 449)」を参照してください。
トピック
• 前提条件 (p. 44)
• 手動スナップショットレポジトリの登録 (p. 47)
• 手動スナップショットの作成 (p. 50)
• スナップショットの復元 (p. 51)
• 手動スナップショットの削除 (p. 53)
• インデックスステート管理を用いたスナップショットの自動化 (p. 53)
• スナップショットの Curator の使用 (p. 53)

前提条件
スナップショットを手動で作成するには、IAM および Amazon S3 を使用して作業する必要があります。
スナップショットの取得を試す前に、次の前提条件を満たしていることを確認します。
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前提条件

説明

S3 バケット

OpenSearch Service ドメイン用の手動スナップショットを保存するための S3 バケッ
トを作成します。手順については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの
「最初のバケットを作成する」を参照してください。
次の場所で使用するには、バケットの名前を覚えておいてください。
• IAM ロールにアタッチされた IAM ポリシーの Resource ステートメント
• スナップショットリポジトリの登録に使用する Python クライアント (この方法を使用
する場合)

Important
S3 Glacier ライフサイクルルールをこのバケットに適用しないでください。手
動スナップショットは、S3 Glacier ストレージクラスをサポートしていませ
ん。
[IAM role]
(IAM ロール)

OpenSearch Service に許可を委任する IAM 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 ロールの作成 (コンソール)」を参照してください。こ
の章の残りの部分では、このロールを TheSnapshotRole と呼びます。
IAM ポリシーのアタッチ
次のポリシーを TheSnapshotRole にアタッチして、S3 バケットへのアクセスを許可
します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Action": [
"s3:ListBucket"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::s3-bucket-name"
]
},
{
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:DeleteObject"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::s3-bucket-name/*"
]
}
]

ポリシーをロールにアタッチする方法については、IAM ユーザーガイドの「IAM ID 許可
の追加」を参照してください。
信頼関係を編集する
TheSnapshotRole の信頼関係を編集して、次の例に示すように、Principal ステー
トメントで OpenSearch Service を指定します。
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前提条件

説明
{

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

}

「混乱した代理」問題に対して自分を守るために aws:SourceAccount および
aws:SourceArn 条件キーを使用することをお勧めします。ソースアカウントはドメイ
ンの所有者であり、ソース ARN はドメインの ARN です。これらの条件キーを追加する
には、ドメインがサービスソフトウェア R20211203 以降にある必要があります。
例えば、次の条件ブロックを信頼ポリシーに追加できます。
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:SourceAccount": "account-id"
},
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": "arn:aws:es:region:account-id:domain/domain-name"
}
}

信頼関係を編集する手順については、IAM ユーザーガイドの「ロールの信頼ポリシーの
変更」を参照してください。
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前提条件

説明

許可

スナップショットリポジトリを登録するには、TheSnapshotRole を OpenSearch
Service に渡すことができる必要があります。さらに、es:ESHttpPut アクションへの
アクセスも必要です。これらの両方の許可を付与するには、リクエストの署名に認証情
報が使用されている IAM ユーザーまたはロールに次のポリシーをアタッチします。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:PassRole",
"Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/TheSnapshotRole"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "es:ESHttpPut",
"Resource": "arn:aws:es:region:123456789012:domain/domain-name/*"
}
]

ユーザーまたはロールが TheSnapshotRole を渡すための iam:PassRole 許可を持っ
ていない場合、次のステップでリポジトリを登録しようとすると、以下の一般的なエ
ラーが発生することがあります。
$ python register-repo.py
{"Message":"User: arn:aws:iam::123456789012:user/MyUserAccount
is not authorized to perform: iam:PassRole on resource:
arn:aws:iam::123456789012:role/TheSnapshotRole"}

手動スナップショットレポジトリの登録
手動インデックススナップショットを取得する前に、OpenSearch Service を用いてスナップショットレ
ポジトリを登録する必要があります。この 1 回限りのオペレーションでは、「the section called “前提条
件” (p. 44)」で説明されているように、TheSnapshotRole へのアクセスが許可された認証情報を用い
て AWS リクエストに署名する必要があります。

ステップ 1: OpenSearch Dashboards でスナップショットロール
をマッピングする (きめ細かなアクセスコントロールを使用して
いる場合)
きめ細かなアクセスコントロールにより、リポジトリの登録時に追加のステップが導入されます。HTTP
基本認証を他のすべての目的で使用する場合でも、TheSnapshotRoleを渡すための iam:PassRole 許
可を持っている IAM ユーザーまたはロールに manage_snapshots ロールをマッピングする必要がありま
す。
1.

OpenSearch Service ドメインの OpenSearch Dashboards プラグインに移動します。OpenSearch
Service コンソールのドメインダッシュボードに Dashboards エンドポイントがあります。

2.

メインメニューから [セキュリティ]、[ロール] を選択し、[manage_snapshots] ロールを選択します。

3.

[マッピングされたユーザー]、[マッピングの管理] を選択します。
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4.

TheSnapshotRole を渡すための許可を持っているユーザーまたはロールのドメイン ARN を追加し
ます。ユーザー ARN を [ユーザー] の下に、またロール ARNを [バックエンドロール] の下に配置しま
す。
arn:aws:iam::123456789123:user/user-name

arn:aws:iam::123456789123:role/role-name

5.

[マップ] を選択し、ユーザーまたはロールが [マッピングされたユーザー] の下に表示されていること
を確認します。

ステップ 2: リポジトリを登録する
スナップショットリポジトリを登録するには、OpenSearch Service ドメインエンドポイントに PUT
リクエストを送信します。curl は AWS リクエスト署名をサポートしていないため、これを使用
してこのオペレーションを実行することはできません。代わりに、サンプル Python クライアン
ト (p. 49)、Postman、または他の方法を使用し、署名付きリクエスト (p. 196)を送信してスナップ
ショットリポジトリを登録します。
リクエストは以下のような形式です。
PUT domain-endpoint/_snapshot/my-snapshot-repo-name
{
"type": "s3",
"settings": {
"bucket": "s3-bucket-name",
"region": "region",
"role_arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/TheSnapshotRole"
}
}

Note
リポジトリ名は「cs-」で始めることはできません。
ドメインが Virtual Private Cloud (VPC) に存在する場合は、リクエストが正常にスナップショットレポ
ジトリに登録するようにお使いのコンピュータが VPC に接続されていることが必要です。VPC へのア
クセスはネットワーク構成によって異なりますが、VPN あるいは社内ネットワークへの接続を含む場合
がよくあります。OpenSearch Service ドメインにアクセスできるかを確認するには、ウェブブラウザで
https://your-vpc-domain.region.es.amazonaws.com を開き、デフォルトの JSON 応答を受信
していることを確認します。

スナップショットリポジトリの暗号化
現在 AWS Key Management Service (KMS) キーを使用して手動スナップショットを暗号化することはで
きませんが、サーバー側の暗号化 (SSE) を使用してそれらを保護できます。
スナップショットリポジトリとして使用しているバケットの S3 管理のキーを用いて SSE を有効にするに
は、"server_side_encryption": true を PUT リクエストの "settings" ブロックに追加します。
詳細については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「Amazon S3 管理の暗号化キー によ
るサーバー側の暗号化を使用したデータの保護」を参照してください。
または、スナップショットリポジトリとして使用している S3 バケット上のサーバー側の暗号化用の AWS
KMS キーを使用できます。このアプローチを使用する場合は、S3 バケットの暗号化に使用されるAWS
KMS キーへのアクセス TheSnapshotRole 許可を確認してください。詳細については、「AWS KMS の
キーポリシー」を参照してください。
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別のドメインへのデータの移行
スナップショットリポジトリの登録は 1 回限りのオペレーションです。ただし、1 つのドメインから別の
ドメインに移行するには、古いドメインと新しいドメインで同じスナップショットレポジトリを登録する
必要があります。リポジトリ名は任意です。
新しいドメインに移行する場合や、別の理由で同じリポジトリを複数のドメインに登録する場合は、次の
ガイドラインを考慮してください。
• 新しいドメインにリポジトリを登録する場合は、"readonly": true を PUT リクエストの
"settings" ブロックに追加します。この設定により、古いドメインのデータが誤って上書きされるの
を防ぐことができます。
• 別のリージョンのドメインにデータを移行する場合 (例えば、us-east-2 にある古いドメインとバケット
から us-west-2 の新しいドメインへ)、PUT リクエストを送信するときに次の 500 エラーが表示される
場合があります。
The bucket is in this region: us-east-2. Please use this region to retry the request.

このエラーが発生した場合は、"region": "us-east-2" を PUT ステートメントの "endpoint":
"s3.amazonaws.com" に置き換え、リクエストを再試行します。

サンプル Python クライアントの使用
Python クライアントは、シンプルな HTTP リクエストよりも自動化が容易で、再利用性が向上しま
す。この方法を使用してスナップショットリポジトリを登録する場合は、次のサンプル Python コード
を register-repo.py などの Python ファイルとして保存します。クライアントでは、AWS SDK for
Python (Boto3)、リクエストおよび requests-aws4auth パッケージが必要になります。クライアントに
は、他のスナップショットオペレーションのコメントアウトされた例が含まれています。

Tip
Java ベースのコードサンプルは、「HTTP リクエストの署名 (p. 197)」で入手できます。
サンプルコードで、次の変数を更新します: host、region、path、および payload。
import boto3
import requests
from requests_aws4auth import AWS4Auth
host = '' # include https:// and trailing /
region = '' # e.g. us-west-1
service = 'es'
credentials = boto3.Session().get_credentials()
awsauth = AWS4Auth(credentials.access_key, credentials.secret_key, region, service,
session_token=credentials.token)
# Register repository
path = '_snapshot/my-snapshot-repo-name' # the OpenSearch API endpoint
url = host + path
payload = {
"type": "s3",
"settings": {
"bucket": "s3-bucket-name",
"region": "us-west-1",
"role_arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/TheSnapshotRole"
}
}
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headers = {"Content-Type": "application/json"}
r = requests.put(url, auth=awsauth, json=payload, headers=headers)
print(r.status_code)
print(r.text)
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

# Take snapshot
path = '_snapshot/my-snapshot-repo-name/my-snapshot'
url = host + path
r = requests.put(url, auth=awsauth)
print(r.text)
# Delete index
path = 'my-index'
url = host + path
r = requests.delete(url, auth=awsauth)
print(r.text)
# Restore snapshot (all indexes except Dashboards and fine-grained access control)
path = '_snapshot/my-snapshot-repo-name/my-snapshot/_restore'
url = host + path
payload = {
"indices": "-.kibana*,-.opendistro_security",
"include_global_state": False
}
headers = {"Content-Type": "application/json"}
r = requests.post(url, auth=awsauth, json=payload, headers=headers)
print(r.text)
# Restore snapshot (one index)
path = '_snapshot/my-snapshot-repo-name/my-snapshot/_restore'
url = host + path
payload = {"indices": "my-index"}
headers = {"Content-Type": "application/json"}
r = requests.post(url, auth=awsauth, json=payload, headers=headers)
print(r.text)

手動スナップショットの作成
スナップショットは瞬時に取得されません。完了するまでには時間がかかり、クラスターの完全なポ
イントインタイムビューを表すわけではありません。スナップショットが進行中の間も、ドキュメン
トのインデックス作成や、クラスターへの他のリクエストを行うことはできますが、新しいドキュメン
トおよび既存のドキュメントの更新は一般的にスナップショットに含まれません。スナップショットに
は、OpenSearch によってスナップショットが開始された際に存在したプライマリシャードが含まれま
す。スナップショットのスレッドプールのサイズによっては、わずかな時間の違いで、スナップショット
にさまざまなシャードが含まれることがあります。
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スナップショットのストレージとパフォーマンス
OpenSearch スナップショットは増分です。つまり、最後にスナップショットが取得されてから変更され
たデータのみ保存されます。増分のみ保存されるため、スナップショットの取得頻度が高い場合でも低い
場合でも、ディスク使用量を最小限に抑えることができます。つまり、スナップショットを 1 時間ごとに
1 週間 (合計 168 個) 取得すると、週末に 1 つのスナップショットを取得する場合よりも、使用するディ
スク容量は少なくなる場合があります。また、スナップショットの取得頻度が高くなるほど、完了までに
かかる時間は短くなります。例えば、日次スナップショットの完了には 20～30 分かかる場合があります
が、時間単位のスナップショットは数分以内に完了することもあります。中には、30 分ごとにスナップ
ショットを取得している OpenSearch ユーザーもいます。

スナップショットを取得する
スナップショットを作成するときは、以下の情報を指定します。
• スナップショットリポジトリの名前
• スナップショットの名前
この章の例では、わかりやすく簡潔にするために、一般的な HTTP クライアントである curl を使用しま
す。ただし、アクセスポリシーが IAM ユーザーまたはロールを指定する場合、スナップショットリクエス
トに署名する必要があります。サンプル Python クライアント (p. 49)のコメントアウトされた例を使用
して、curl コマンドが使用するのと同じエンドポイントに対し、署名された HTTP リクエストを行う必要
があります。
手動スナップショットを作成するには、次のステップを実施します。
1.

現在進行中のスナップショットは取得できません。確認するには、以下のコマンドを実行します。
curl -XGET 'domain-endpoint/_snapshot/_status'

2.

次のコマンドを実行して、手動でスナップショットを取得します。
curl -XPUT 'domain-endpoint/_snapshot/repository-name/snapshot-name'

特定のインデックスを包含または除外したり、他の設定を指定したりするには、リクエスト本文を追
加します。リクエストの構造については、OpenSearch ドキュメントの「Take snapshots」(スナップ
ショットを取得する) を参照してください。

Note
OpenSearch Service ドメインの容量が大きくなると、スナップショットの取得に必要な時間は長
くなります。長時間実行しているスナップショット操作の場合は、504 GATEWAY_TIMEOUT エ
ラーが発生する場合があります。通常、このエラーは無視して、オペレーションが正常に完了す
るのを待ってかまいません。次のコマンドを実行して、ドメインのすべてのスナップショットの
状態を確認します。
curl -XGET 'domain-endpoint/_snapshot/repository-name/_all?pretty'

スナップショットの復元
Warning
インデックスのエイリアスを使用する場合は、インデックスを削除する前に、エイリアスへの書
き込みリクエストを中止するか、別のインデックスにエイリアスを切り替えます。書き込みリク
エストを中止すると、次のシナリオの回避に有効です。
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1. インデックスを削除すると、そのエイリアスも削除される。
2. 削除したばかりのエイリアスに対する障害のある書き込みリクエストにより、エイリアスと同
じ名前で新しいインデックスが作成される。
3. 新しいインデックスとの命名の競合により、エイリアスを使用できなくなる。
エイリアスを別のインデックスに切り替えた場合は、スナップショットから復元するときに
"include_aliases": false を指定します。
スナップショットを復元するには、次のステップを実施します。
1.

復元するスナップショットを特定します。すべてのスナップショットレポジトリを表示するには、次
のコマンドを実行します。
curl -XGET 'domain-endpoint/_snapshot?pretty'

リポジトリを識別した後、次のコマンドを実行してすべてのスナップショットを表示します。
curl -XGET 'domain-endpoint/_snapshot/repository-name/_all?pretty'

Note
ほとんどの自動スナップショットは、cs-automated リポジトリに保存されます。ドメイン
で暗号化された保管中のデータは cs-automated-enc リポジトリに保存されます。検索す
る手動スナップショットレポジトリが表示されない場合は、ドメインにその登録 (p. 47)を
したことを確認します。
2.

(オプション) クラスター上のインデックスとスナップショット内のインデックスの間に名前の競合が
ある場合は、OpenSearch Service ドメイン内の 1 つ以上のインデックスを削除するか、名前を変更し
ます。OpenSearch クラスターに同じ名前のインデックスが既にある場合は、インデックスのスナッ
プショットを復元できません。
インデックスの付けた名前の競合がある場合は、次のオプションがあります。
• 既存の OpenSearch Service ドメインにあるインデックスを削除して、スナップショットを復元し
ます。
• スナップショットから復元する際、インデックスの名前を変更し (p. 455)、その後インデックスを
再作成します。
• 別の OpenSearch Service ドメインにスナップショットを復元します (手動スナップショットでのみ
可能)。
次のコマンドは、ドメイン内の既存のインデックスをすべて削除します。
curl -XDELETE 'domain-endpoint/_all'

ただし、すべてのインデックスを復元する予定がない場合は、インデックスを 1 つだけ削除できま
す。
curl -XDELETE 'domain-endpoint/index-name'

3.

スナップショットを復元するには、次のコマンドを実行します。
curl -XPOST 'domain-endpoint/_snapshot/repository-name/snapshot-name/_restore'
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OpenSearch Dashboards ときめ細かなアクセスコントロールインデックスに対する特別な許可に
より、特に自動スナップショットから復元しようとする場合は、すべてのインデックスを復元しよ
うとすると失敗することがあります。次の例では、1 つのインデックスである my-index を 2020snapshot から cs-automated スナップショットレポジトリで復元します。
curl -XPOST 'domain-endpoint/_snapshot/cs-automated/2020-snapshot/_restore' -d
'{"indices": "my-index"}' -H 'Content-Type: application/json'

または、Dashboards ときめ細かなアクセスコントロールインデックスを除くすべてのインデックス
を復元することもできます。
curl -XPOST 'domain-endpoint/_snapshot/cs-automated/2020-snapshot/_restore' -d
'{"indices": "-.kibana*,-.opendistro*"}' -H 'Content-Type: application/json'

Note
関連するインデックスに対してすべてのプライマリシャードを使用できなかった場合、スナップ
ショットが PARTIAL の state になっている可能性があります。この値は、1 つ以上のシャード
からのデータが正しく保存されていないことを示します。部分スナップショットからの復元も可
能ですが、不足しているインデックスの復元に古いスナップショットの使用が必要になる場合も
あります。

手動スナップショットの削除
次のコマンドを実行して、手動スナップショットを削除します。
DELETE _snapshot/repository-name/snapshot-name

インデックスステート管理を用いたスナップショット
の自動化
Index State Management (ISM) snapshot オペレーションを使用して、経過時間、サイズ、ドキュメント
数の変化に基づいてインデックスのスナップショットを自動的にトリガーできます。snapshot オペレー
ションを使用した ISM ポリシーの例については、「サンプルポリシー (p. 313)」を参照してください。

スナップショットの Curator の使用
ISM がインデックスとスナップショットの管理に機能しない場合は、代わりに Curator を使用できます。
複雑なクラスターでの管理タスクの単純化に役立つ、アドバンストフィルタリング機能が提供されていま
す。pip を使用して Curator をインストールします。
pip install elasticsearch-curator

Curator はコマンドラインインターフェース (CLI) または Python API として使用できます。Python API を
使用する場合は、レガシー elasticsearch-py クライアントのバージョン 7.13.4 以前を使用する必要があり
ます。opensearch-py クライアントは、サポートされていません。
CLI を使用する場合は、コマンドラインで認証情報をエクスポートして curator.yml を次のように設定
します。
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client:
hosts: search-my-domain.us-west-1.es.amazonaws.com
port: 443
use_ssl: True
aws_region: us-west-1
aws_sign_request: True
ssl_no_validate: False
timeout: 60
logging:
loglevel: INFO

Amazon OpenSearch Service ドメインのアップグ
レード
Note
OpenSearch および Elasticsearch バージョンのアップグレードは、サービスソフトウェア更新と
は異なります。OpenSearch Service ドメインのサービスソフトウェアの更新については、「the
section called “サービスソフトウェア更新” (p. 29)」を参照してください。
Amazon OpenSearch Service では、OpenSearch 1.0 以降または Elasticsearch 5.1 以降を実行するドメイ
ンに対して、インプレースアップグレードを提供しています。Amazon Kinesis Data Firehose や Amazon
CloudWatch Logs などのサービスを使用して OpenSearch Service にデータをストリーミングする場合
は、移行前にこれらのサービスが OpenSearch の新しいバージョンをサポートしていることを確認しま
す。

サポートされているアップグレードパス
現在、OpenSearch Service は次のアップグレードパスをサポートしています。
元のバージョ
ン

目的のバージョン

OpenSearch
1.x

OpenSearch 1.x

Elasticsearch
7.x

Elasticsearch 7.x または OpenSearch 1.x

Important
OpenSearch 1.x では多数の画期的な変更が行われています。詳細について
は、「」を参照してくださいAmazon OpenSearch Service 名称変更 (p. 5)

Elasticsearch
6.8

Elasticsearch 7.x または OpenSearch 1.x

Important
Elasticsearch 7.0 と OpenSearch 1.0 には、数多くの大きな変更が含まれ
ています。インプレースアップグレードを開始する前に、6.x ドメインのス
ナップショットを手動で取得 (p. 44)し、それをテスト用の 7.x または
OpenSearch 1.x ドメインで復元して、そのテストドメインを使用してアップ
グレードの潜在的な問題を特定することをお勧めします。OpenSearch 1.0 で
の変更については、「Amazon OpenSearch Service 名称変更 (p. 5)」を参照
してください。
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元のバージョ
ン

目的のバージョン
Elasticsearch 6.x と同様に、インデックスに含めることができるマッピング
タイプは1つだけですが、そのタイプには _doc という名前を付ける必要が
あります。その結果、特定の API では、リクエスト本文にマッピングタイプ
(_bulk API など) が不要になりました。
新しいインデックスの場合、セルフホストの Elasticsearch 7.x と
OpenSearch 1.x のデフォルトのシャード数は1です。Elasticsearch 7.x以降で
の OpenSearch Service ドメインでは、以前のデフォルトの 5 のままです。

Elasticsearch
6.x

Elasticsearch 6.x

Elasticsearch
5.6

Elasticsearch 6.x

Important
バージョン 6.x で作成されたインデックスは、複数のマッピングタイプをサ
ポートしなくなりました。バージョン 5.x で作成されたインデックスは、6.x
クラスターに復元された場合でも、複数のマッピングタイプをサポートしま
す。クライアントコードによって作成されるマッピングタイプがインデック
スごとに 1 種類のみであることを確認します。
Elasticsearch 5.6 から 6.x へのアップグレード中のダウンタイムを最小限に抑
えるため、OpenSearch Service は .kibana インデックスを .kibana-6 に
再生成し、.kibana を削除して .kibana という名前でエイリアスを作成し
ます。それから、新しいインデックスを新しいエイリアスにマッピングしま
す。

Elasticsearch
5.x

Elasticsearch 5.x

アップグレードプロセスには、3 つの手順が含まれます。
1. アップグレード前の確認 – OpenSearch Service は、アップグレードをブロックする可能性のある問題
を確認し、これらの確認が成功しない限り、次のステップに進みません。
2. スナップショット – OpenSearch Service は、OpenSearch または Elasticsearch クラスターのスナッ
プショットを取得し、スナップショットが成功しない限り次のステップに進みません。アップグレー
ドが失敗した場合、OpenSearch Service はこのスナップショットを使用してクラスターを元の状
態に復元します。詳細については、「the section called “アップグレード後にダウングレードできな
い” (p. 457)」を参照してください。
3. アップグレード – OpenSearch Service がアップグレードを開始すると、完了まで 15 分から数時間かか
ります。OpenSearch Dashboards は、アップグレードの一部または全期間で使用できなくなる場合が
あります。

アップグレードの開始 (コンソール)
アップグレードプロセスは元に戻せず、一時停止またはキャンセルすることはできません。アップグレー
ド中、ドメインの設定を変更することはできません。アップグレードを開始する前に、続行するかどう
かを再度確認します。これらの同じ手順を使用して、アップグレードを実際に開始することなくアップグ
レード前の確認を実行することができます。
クラスタに専用のマスターノードがある場合、OpenSearch のアップグレードはダウンタイムなしで完了
します。ない場合、クラスターがマスターノードを選択している間、アップグレード後数秒間応答しなく
なることがあります。
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ドメインを新しいバージョンの OpenSearch または Elasticsearch にアップグレードするには
1.

ドメインの手動スナップショットを作成 (p. 44)します。以前のバージョンの Opensearch の使用に
戻る場合、このスナップショットは、新しいドメインで復元 (p. 51)できるバックアップとして機能
します。

2.

https://aws.amazon.com にアクセスし、[コンソールにサインイン] を選択します。

3.

[分析] の下で、[Amazon OpenSearch Service] を選択します。

4.

ナビゲーションペインの [Domains] (ドメイン) で、アップグレードするドメインを選択します。

5.

[アクション] から [更新] を選択します。

6.

アップグレードするバージョンを選択します。OpenSearch バージョンにアップグレードする場合、
[互換モードを有効にする] オプションが表示されます。この設定を有効にすると、OpenSearch はそ
のバージョンを 7.10 とレポートし、Elasticsearch の OSS クライアントや Logstash などのプラグイ
ンが Amazon OpenSearch Service での使用を継続できるようにします。この設定は後で無効にでき
ます

7.

[アップグレード] を選択します。

8.

ドメインダッシュボードのステータスをチェックし、アップグレードのステータスをモニタリングし
ます。

アップグレードの開始 (CLI)
以下のオペレーションを使用して、ドメイン用の正しい OpenSearch または Elasticsearch バージョンを
識別できます。インプレースアップグレードを開始し、アップグレード前のチェックを実行して進捗状況
を表示できます。
• get-compatible-versions (GetCompatibleVersions)
• upgrade-domain (UpgradeDomain)
• get-upgrade-status (GetUpgradeStatus)
• get-upgrade-history (GetUpgradeHistory)
詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」と「Amazon OpenSearch Service API リファレン
ス」を参照してください。

アップグレードの開始 (SDK)
このサンプルでは、AWS SDK for Python (Boto) の OpenSearchService 低レベル Python クライアントを
使用して、ドメインが特定のバージョンにアップグレードするための要件を満たしているかどうかを確認
し、そのドメインをアップグレードして、アップグレードステータスを継続的にチェックします。
import boto3
from botocore.config import Config
import time
# Build the client using the default credential configuration.
# You can use the CLI and run 'aws configure' to set access key, secret
# key, and default Region.
DOMAIN_NAME = '' # The name of the domain to upgrade
TARGET_VERSION = '' # The version you want to upgrade the domain to. For example,
OpenSearch_1.1
my_config = Config(
# Optionally lets you specify a Region other than your default.
region_name='us-east-1'
)
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client = boto3.client('opensearch', config=my_config)
def check_versions():
"""Determine whether domain is eligible for upgrade"""
response = client.get_compatible_versions(
DomainName=DOMAIN_NAME
)
compatible_versions = response['CompatibleVersions']
for i in range(len(compatible_versions)):
if TARGET_VERSION in compatible_versions[i]["TargetVersions"]:
print('Domain is eligible for upgrade to ' + TARGET_VERSION)
upgrade_domain()
print(response)
else:
print('Domain not eligible for upgrade to ' + TARGET_VERSION)
def upgrade_domain():
"""Upgrades the domain"""
response = client.upgrade_domain(
DomainName=DOMAIN_NAME,
TargetVersion=TARGET_VERSION
)
print('Upgrading domain to ' + TARGET_VERSION + '...' + response)
time.sleep(5)
wait_for_upgrade()
def wait_for_upgrade():
"""Get the status of the upgrade"""
response = client.get_upgrade_status(
DomainName=DOMAIN_NAME
)
if (response['UpgradeStep']) == 'UPGRADE' and (response['StepStatus']) == 'SUCCEEDED':
print('Domain successfully upgraded to ' + TARGET_VERSION)
elif (response['StepStatus']) == 'FAILED':
print('Upgrade failed. Please try again.')
elif (response['StepStatus']) == 'SUCCEEDED_WITH_ISSUES':
print('Upgrade succeeded with issues')
elif (response['StepStatus']) == 'IN_PROGRESS':
time.sleep(30)
wait_for_upgrade()
def main():
check_versions()
if __name__ == "__main__":
main()

検証障害のトラブルシューティング
OpenSearch または Elasticsearch のバージョンアップグレードを開始すると、OpenSearch Service は最
初に一連の検証チェックを実行して、ドメインがアップグレードのための要件を満たしていることを確
認します。これらのチェックのいずれかが失敗した場合、ドメインを更新する前に修正する必要がある特
定の問題を含む通知が表示されます。発生する可能性のある問題とその解決手順の一覧については、the
section called “検証エラーのトラブルシューティング” (p. 26) を参照してください。
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アップグレードのトラブルシューティング
インプレース アップグレードには、正常なドメインが必要です。ドメインがアップグレードの対象となら
なかったり、さまざまな理由でアップグレードに失敗する場合があります。次の表は、最も一般的な問題
を示しています。
問題

説明

ノードあたりのシャー
ドが多すぎます

OpenSearchだけでなく、7.x バージョンの Elasticsearch のデフォルト設定
も、ノードあたり 1,000 シャード以下です。現在のクラスター内のノードが
この設定を超えている場合、OpenSearch Service はアップグレードを許可
しません。トラブルシューティングのオプションについては、「the section
called “シャードの最大制限を超えました” (p. 454)」を参照してください。

処理中のドメイン

ドメインは、設定変更中です。オペレーション完了後、アップグレードの適
格性を確認します。

赤のクラスター状態

クラスター内の 1 つ以上のインデックスが赤です。トラブルシューティング
ステップについては、「the section called “赤のクラスター状態” (p. 449)」
を参照してください。

高いエラー率

クラスターはリクエストの処理を試みましたが、大量の 5xx エラーを返して
います。この問題は通常、同時読み取りまたは書き込みリクエストが多すぎ
ることで起こります。クラスターへのトラフィックを減らすか、ドメインの
スケーリングを検討してください。

スプリットブレイン

スプリットブレインとは、 クラスターに 1 つ以上のマスターノードがあり、
決して独自に再結合することのない 2 つのクラスターに分割されているとい
う意味です。専用マスターノード (p. 367)の推奨値を使用することで、スプ
リットブレインを回避できます。スプレッドブレインからの復旧方法につい
ては、AWS Support にお問い合わせください。

マスターノードが見つ
からない

OpenSearch Service は、クラスターのマスターノードを見つけることがで
きません。ドメインでマルチ AZ (p. 34) を使用している場合、アベイラビ
リティーゾーンの障害によってクラスターがクォーラムを失い、新しいマス
ターノード (p. 367)を選択できなくなる可能性があります。問題が自動的に
解決されない場合、AWS Support にお問い合わせください。

保留中のタスクが多す
ぎる

マスターノードに高い負荷がかかっており、たくさんの保留中のタスクがあ
ります。クラスターへのトラフィックを減らすか、ドメインのスケーリング
を検討してください。

障害が発生したスト
レージボリューム

1 つ以上のノードのディスクボリュームが正常に機能していません。この問
題は、高いエラー率や保留中のタスクが多すぎるなど、他の問題とともに頻
繁に発生します。問題が単独で発生し、自動的に解決されない場合は、AWS
Support にお問い合わせください。

KMS キーの問題

ドメインの暗号化に使用する KMS キーがアクセス不可能であるか、または存
在しません。詳細については、「the section called “保管中のデータを暗号化
するドメインのモニタリング” (p. 132)」を参照してください。

スナップショットを作
成中

ドメインは現在、スナップショットを作成しています。スナップショットの
完了後に、アップグレードの適格性を確認します。手動スナップショットの
リポジトリが一覧表示できること、それらのリポジトリ内のスナップショッ
トが一覧表示できること、および手動スナップショットが作成できることも
確認してください。OpenSearch Service が、スナップショットが作成中かど
うか確認できない場合、アップグレードは失敗します。
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問題

説明

スナップショットのタ
イムアウトまたは障害

アップグレード前のスナップショットの完了まで時間がかかりすぎたか、失
敗しました。クラスター状態を確認して、再度お試しください。問題が解決
しない場合は、AWS Support までお問い合わせください。

互換性のないインデッ
クス

1 つ以上のインデックスがターゲットバージョンと互換性がありません。この
問題は、以前のバージョンの OpenSearch または Elasticsearch からインデッ
クスを移行した場合に発生する可能性があります。インデックスを再作成し
て、再試行してください。

高いディスク使用率

クラスターのディスク使用率が 90% を超えています。データを削除またはド
メインをスケーリングして、再度お試しください。

高い JVM 使用率

JVM メモリプレッシャーが 75% を超えています。クラスターへのトラフィッ
クを削減するか、ドメインをスケーリングして、再度お試しください。

Opensearch
Dashboards エイリアス
の問題

.kibana はエイリアスとして既に設定されており、互換性のないインデック
スにマッピングされています。おそらく、以前のバージョンの OpenSearch
Dashboards からのインデックスです。インデックスを再作成して、再度お試
しください。

赤の Dashboards ス
テータス

Opensearch Dashboards のステータスが赤くなっています。アップグレード
が完了したら、Dashboards を使用してみてください。赤いステータスが続く
場合は、手動で解決してから再度お試しください。

クラスター間の互換性

アップグレードできるのは、アップグレード後にソースドメインとデスティ
ネーションドメインの間で、クラスター間の互換性が維持されている場合の
みです。アップグレードプロセス中に、互換性のない接続があれば特定され
ます。続行するには、リモートドメインをアップグレードするか、互換性
のない接続を削除します。ドメインでレプリケーションがアクティブな場合
は、接続を削除した後でレプリケーションを再開できないことに注意してく
ださい。

OpenSearch Service の
サービスに関するその
他の問題

OpenSearch Service 自体の問題により、ドメインがアップグレード対象外と
して表示される可能性があります。前述の条件がドメインに当てはまらず、
問題が 1 日以上続く場合は、AWS Support にお問い合わせください。

スナップショットを使用してデータを移行する
インプレースアップグレードは、ドメインを新しい OpenSearch または Elasticsearch バージョンにアッ
プグレードする従来よりも簡単で迅速な、信頼性の高い方法です。スナップショットは、Elasticsearch の
5.1 より前のバージョンから移行する必要がある場合や、まったく新しいクラスターに移行する場合に適
しています。
次の表は、スナップショットを使用して、OpenSearch または Elasticsearch の異なるバージョンを使用す
るドメインにデータを移行する方法を示しています。スナップショットの作成と復元の詳細については、
「the section called “インデックススナップショットの作成” (p. 44)」を参照してください。
元のバージョン

目的のバージョン

移行プロセス

Elasticsearch 6.x
または 7.x

OpenSearch 1.x

1. OpenSearch 1.0 の重大な変更を確認して、インデックス
またはアプリケーションを調整する必要があるかどうかを
確認します。その他の考慮事項については、「the section
called “Amazon OpenSearch Service ドメインのアップグ
レード” (p. 54)」の表を参照してください。
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元のバージョン

目的のバージョン

移行プロセス
2. Elasticsearch 7.x または 6.x ドメインの手動スナップ
ショットを作成します。
3. OpenSearch 1.x ドメインを作成します。
4. Elasticsearch ドメインから OpenSearch ドメインにスナッ
プショットを復元します。オペレーション中に、新しい名
前で .kibana インデックスを復元することが必要になる
場合があります。
POST _snapshot/<repository-name>/<snapshot-name>/
_restore
{
"indices": "*",
"ignore_unavailable": true,
"rename_pattern": ".kibana",
"rename_replacement": ".backup-kibana"
}

次に、新しいドメインで .backup-kibana のインデック
スを再作成し、エイリアス .kibana を付けることができ
ます。
5. 元のドメインが不要であれば、削除します。削除しなかっ
た場合は、ドメインの利用料金が引き続き発生します。
Elasticsearch 6.x

Elasticsearch 7.x

1. 7.0 の重大な変更を確認して、インデックスまたはアプ
リケーションを調整する必要があるかどうかを確認しま
す。その他の考慮事項については、「the section called
“Amazon OpenSearch Service ドメインのアップグレー
ド” (p. 54)」の表を参照してください。
2. 6.x ドメインの手動スナップショットを作成します。
3. 7.x ドメインを作成します。
4. 元のドメインのスナップショットを 7.x ドメインに復元し
ます。オペレーション中に、新しい名前で .kibana イン
デックスを復元することが必要になる場合あります。
POST _snapshot/<repository-name>/<snapshot-name>/
_restore
{
"indices": "*",
"ignore_unavailable": true,
"rename_pattern": ".kibana",
"rename_replacement": ".backup-kibana"
}

次に、新しいドメインで .backup-kibana のインデック
スを再作成し、エイリアス .kibana を付けることができ
ます。
5. 元のドメインが不要であれば、削除します。削除しなかっ
た場合は、ドメインの利用料金が引き続き発生します。
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元のバージョン

目的のバージョン

移行プロセス

Elasticsearch 6.x

Elasticsearch 6.8

1. 6.x ドメインの手動スナップショットを作成します。
2. 6.8 ドメインを作成します。
3. 元のドメインのスナップショットを 6.8 ドメインに復元し
ます。
4. 元のドメインが不要であれば、削除します。削除しなかっ
た場合は、ドメインの利用料金が引き続き発生します。

Elasticsearch 5.x

Elasticsearch 6.x

1. インデックスやアプリケーションを調整する必要がある
かどうかを確認するには、「6.0 の重要な変更」を参照し
ます。その他の考慮事項については、「the section called
“Amazon OpenSearch Service ドメインのアップグレー
ド” (p. 54)」の表を参照してください。
2. 5.x ドメインの手動スナップショットを作成します。
3. 6.x ドメインを作成します。
4. 元のドメインのスナップショットを 6.x ドメインに復元し
ます。
5. 5.x ドメインが不要であれば、削除します。削除しなかっ
た場合は、ドメインの利用料金が引き続き発生します。

Elasticsearch 5.x

Elasticsearch 5.6

1. 5.x ドメインの手動スナップショットを作成します。
2. 5.6 ドメインを作成します。
3. 元のドメインのスナップショットを 5.6 ドメインに復元し
ます。
4. 元のドメインが不要であれば、削除します。削除しなかっ
た場合は、ドメインの利用料金が引き続き発生します。

Elasticsearch 2.3

Elasticsearch 6.x

Elasticsearch 2.3 のスナップショットは 6.x とは互換性があ
りません。データを 2.3 から 6.x に直接移行するには、新し
いドメインでインデックスを手動で再作成する必要がありま
す。
または、この表の 2.3 から 5.x のステップに従い、新しい 5.x
ドメインで _reindex オペレーションを実行して、2.3イン
デックスを5.x インデックスに変換してから、5.x から 6.x の
ステップに従うこともできます。

Elasticsearch 2.3

Elasticsearch 5.x

1. 5.0 の重大な変更を確認して、インデックスまたはアプリ
ケーションを調整する必要があるかどうかを確認します。
2. 2.3 ドメインの手動スナップショットを作成します。
3. 5.x ドメインを作成します。
4. 2.3 ドメインのスナップショットを 5.x ドメインに復元し
ます。
5. 2.3 ドメインが不要であれば、削除します。削除しなかっ
た場合は、ドメインの利用料金が引き続き発生します。
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元のバージョン

目的のバージョン

移行プロセス

Elasticsearch 1.5

Elasticsearch 5.x

Elasticsearch 1.5 のスナップショットは 5.x とは互換性があ
りません。データを 1.5 から 5.x に移行するには、新しいド
メインでインデックスを手動で再作成する必要があります。

Important
1.5 のスナップショットには 2.3 との互換性があり
ますが、OpenSearch Service 2.3 のドメインでは
_reindex オペレーションがサポートされていま
せん。それらのインデックスを再作成できないた
め、1.5 ドメインで作成されたインデックスは、2.3
スナップショットから 5.x ドメインへの復元に失敗
します。
Elasticsearch 1.5

Elasticsearch 2.3

1. 移行プラグインを使用して、バージョン 2.3 に直接アップ
グレードできるかどうかを確認します。移行前にデータの
変更が必要になる場合もあります。
a. ウェブブラウザで、http://domain-endpoint/
_plugin/migration/ を開きます。
b. [今すぐ確認を実行] を選択します。
c. 結果を確認し、必要に応じて、手順に従いデータを変更
します。
2. 1.5 ドメインの手動スナップショットを作成します。
3. 2.3 ドメインを作成します。
4. 1.5 ドメインのスナップショットを 2.3 ドメインに復元し
ます。
5. 1.5 ドメインが不要であれば、削除します。削除しなかっ
た場合は、ドメインの利用料金が引き続き発生します。

Amazon OpenSearch Service 用のカスタムエンド
ポイントの作成
Amazon OpenSearch Service ドメインのカスタムエンドポイントを作成すると、OpenSearch および
OpenSearch Dashboards の URL を簡単に参照できるようになります。会社のブランディングを含めるこ
とや、標準のエンドポイントではなく短く覚えやすいエンドポイントを使用することができます。
新しいドメインに切り替える必要がある場合は、新しい URL を指すように DNS を更新し、以前と同じエ
ンドポイントを引き続き使用します。
AWS Certificate Manager (ACM) で証明書を生成するか、独自の証明書をインポートすることでカスタム
エンドポイントを保護します。

新しいドメインのカスタムエンドポイント
OpenSearch Service コンソール、AWS CLI、または設定 API を使用して、新しい OpenSearch Service ド
メインのカスタムエンドポイントを有効にできます。、または設定 API を使用します。

エンドポイントをカスタマイズするには (コンソール)
1.

OpenSearch Service コンソールから [ドメインの作成] を選択し、ドメインの名前を入力します。
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2.

[カスタムエンドポイント] の下で、[カスタムエンドポイントを有効にする] を選択します。

3.

[カスタムホスト名] では、希望するカスタムエンドポイントのホスト名を入力します。ホスト名
は、www.yourdomain.com や example.yourdomain.com のような完全修飾ドメイン名 (FQDN) である
必要があります。

Note

4.

「ワイルドカード証明書」がない場合は、カスタムドメインのサブドメイン用に新しい証明
書を取得する必要があります。
[AWS 証明書] では、ドメインに使用する SSL 証明書を選択します。利用可能な証明書がない場合
は、証明書を ACM にインポートするか、ACM を使用して証明書をプロビジョニングできます。詳細
については、AWS Certificate Manager ユーザーガイドの「証明書の発行と管理」を参照してくださ
い。

Note
証明書にはカスタムエンドポイント名があり、OpenSearch Service ドメインと同じアカウン
トに存在する必要があります。証明書のステータスは「ISSUED」である必要があります。
•

残りのステップに従って、ドメインを作成し、[作成] を選択します。

•

処理が完了したら、ドメインを選択して、カスタムエンドポイントを表示します。

CLI または設定 API を使用するには、CreateDomain および UpdateDomainConfig オペレーショ
ンを使用します。詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」と「Amazon OpenSearch
Service API リファレンス」を参照してください。

既存のドメインのカスタムエンドポイント
既存の OpenSearch Service ドメインにカスタムエンドポイントを追加するには、[編集] をクリックし、上
記のステップ 2～4 を実行します。ドメインのカスタムエンドポイントを編集すると、Blue/Green デプロ
イメント (p. 22)がトリガーされます。

次のステップ
OpenSearch Service ドメインのカスタムエンドポイントを有効にしたら、Amazon Route 53 (または希
望する DNS サービスプロバイダー) で CNAME マッピングを作成して、トラフィックをカスタムエンド
ポイントとそのサブドメインにルーティングする必要があります。カスタムエンドポイントが自動生成さ
れたドメインエンドポイントを指す CNAME レコードを作成します。カスタムエンドポイントホスト名
は CNAME レコードの名前であり、ドメインエンドポイントホスト名は CNAME レコードの値です。この
マッピングがないと、カスタムエンドポイントは機能しません。Route 53 でこのマッピングを作成する手
順については、「新しいドメインの DNS ルーティングの設定」および「サブドメインのホストゾーンの
作成]を参照してください。他のプロバイダについては、そのドキュメントを参照してください。
OpenSearch Dashboards の SAML 認証 (p. 174)を使用する場合は、IdP を新しい SSO URL で更新する
必要があります。

Amazon OpenSearch Service の Auto-Tune
Amazon OpenSearch Service の Auto-Tune では、OpenSearch クラスターのパフォーマンスと使用状況
のメトリクスを使用して、メモリ関連の設定の変更を提案します。これには、キューとキャッシュのサイ
ズ、ノードの Java 仮想マシン (JVM) 設定が含まれます。これらのオプションの変更により、クラスター
の速度と安定性が向上します。
変更によってはすぐにデプロイされるものもあれば、メンテナンスウィンドウのスケジュールを設定する
必要があるものもあります。いつでもデフォルトの OpenSearch Service 設定に戻すことができます。
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Auto-Tune がドメインのパフォーマンスメトリクスの収集および分析を行うと、通知ページの
OpenSearch Service コンソールでレコメンデーションを確認できます。
Auto-Tune は、サポートされているインスタンスタイプ (p. 375)を用いて、OpenSearch バージョン、ま
たは Elasticsearch 6.7 以降を実行しているドメインの商用AWS リージョンで利用可能です。

変更のタイプ
Auto-Tune には、大きく分けて次の 2 つのカテゴリがあります。
• クラスターの実行時に適用される、無停止での変更
• Blue/Green デプロイ (p. 22)を必要とする変更
Auto-Tune では、ドメインのパフォーマンスメトリクスに基づいて、次の設定の調整を提案できます。
タイプの変更

カテゴリ

JVM ヒープサ Blue/Green
イズ

説明
デフォルトでは、OpenSearch Service は JVM ヒープ (最大 32 GiB の
ヒープサイズ) にインスタンスの RAM の 50% を使用します。
この割合を増やすと、OpenSearch のメモリは増えますが、オペレー
ティングシステムやその他のプロセスでは減ります。値を大きくする
と、ガベージコレクションの一時停止の数は減りますが、一時停止の長
さが増えます。

JVM 新世代設 Blue/Green
定

JVM「新世代」設定は、マイナーガベージコレクションの頻度に影響し
ます。マイナーコレクションを頻繁に行うと、メジャーコレクションの
数が減り、一時停止することがあります。

キューサイズ

無停止

デフォルトでは、検索キューのサイズは 1000 であり、書き込みキュー
のサイズは 10000 です。リクエストを処理するために追加のヒープが
利用可能な場合、Auto-Tune は検索キューと書き込みキューを自動的に
スケーリングします。

キャッシュサ
イズ

無停止

フィールドキャッシュは、ヒープ上のデータ構造をモニタリングするの
で、キャッシュの使用をモニタリングすることが重要です。Auto-Tune
は、フィールドデータキャッシュサイズをスケーリングして、メモリ不
足や回路ブレーカーの問題を回避します。
シャードリクエストキャッシュはノードレベルで管理され、デフォルト
の最大サイズはヒープの 1% です。Auto-Tune は、シャードリクエスト
キャッシュのサイズをスケーリングして、設定されたクラスターが処理
できるよりも多くの検索およびインデックスリクエストを受け入れま
す。

リクエストサ
イズ

無停止

デフォルトでは、実行中のリクエストの集計サイズが合計 JVM の 10%
を超えている場合（t2 インスタンスタイプでは 2%、t3.small では
1%)、既存のリクエストが完了するまで、OpenSearch はすべての新し
い _search および _bulk をスロットルします。
Auto-Tune は、システム上で現在占有されている JVM の量に基づい
て、このしきい値（通常は 5 ～ 15%）を自動的に調整します。例え
ば、JVM のメモリ負荷が高い場合、Auto-Tune はしきい値を 5% に減
らすことがあり、その時点で、クラスターが安定してしきい値が増加す
るまで、拒否が多くなる可能性があります。
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メンテナンスウィンドウを設定せずに Auto-Tune を有効にすると、Auto-Tune は無停止の変更のみを適用
します。時間の経過に伴うパフォーマンスのメリットは一般的に小さくなりますが、Blue/Green デプロイ
に関連付けられたオーバーヘッドは回避されます。
メンテナンスウィンドウの設定に関するガイダンスについては、「the section called “変更のスケジューリ
ング” (p. 65)」を参照してください。

Auto-Tune を有効または無効にする
OpenSearch Service では、新しいドメインで、デフォルトで Auto-Tune が有効になります。既存のドメ
インで Auto-Tune を有効または無効にするには、コンソールを使用することをお勧めします。これによ
り、プロセスが大幅に簡素化されます。コンソール内で自分のドメインを選択し、Auto-Tuneタブに進ん
だら、編集を選択します。Blue/Green デプロイを必要とする変更
AWS CLI
AWS CLI を使用するには、auto-tune-options パラメータを設定します。次のサンプルコマンドは、
毎日 12:00pm UTC に繰り返されるメンテナンススケジュールを用いて、既存のドメインで Auto-Tune を
有効にします。
aws opensearch update-domain-config \
--domain-name mylogs \
--auto-tune-options '{"DesiredState": "ENABLED","MaintenanceSchedules":
[{"StartAt":"2021-12-19","Duration":
{"Value":2,"Unit":"HOURS"},"CronExpressionForRecurrence": "cron(0 12 * * ? *)"}]}'

Configuration API
設定 API を使用するには、AutoTuneOptions の設定を行います。
POST https://es.us-east-1.amazonaws.com/2021-01-01/opensearch/domain/domain-name/config
{
"AutoTuneOptions": {
"DesiredState": "ENABLED",
"MaintenanceSchedules": [{
"StartAt": 4104152288000,
"Duration": {
"Value": 2,
"Unit": "HOURS"
},
"CronExpressionForRecurrence": "cron(0 12 * * ? *)"
}]
}
}

CloudFormation
現在、AWS CloudFormation を使用して Auto-Tune を有効または無効にすることはできません。

変更のスケジューリング
Blue/Green デプロイを必要とする変更を適用するには、ドメインのメンテナンスウィンドウをスケジュー
リングします。例えば、金曜日の 6:00～9:00 AM です。トラフィックが少ない時間帯でメンテナンスウィ
ンドウをスケジューリングすることをお勧めします。
• デプロイする前にすべての変更を確認するために、Auto-Tune が最適化の提案を通知するのを待機しま
す。次に、1 回限りのメンテナンスウィンドウをスケジューリングして、変更をデプロイします。
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• より自動化された操作については、毎週土曜日の 2:00 AM などの毎週のメンテナンス期間を設定する
か、より複雑なスケジュールではカスタム cron 式 (p. 66)を使用します。
コンソールで変更をスケジューリングするには、ドメインを選択し、[Auto-Tune] タブに進み、[編集] を選
択してから、[メンテナンスウィンドウの追加] を選択します。このタブには、現在のメンテナンスウィン
ドウと、次のウィンドウで Auto-Tune が変更されるかどうかも表示されます。

cron 式
Auto-Tune の cron 式は、Amazon CloudWatch Events と同じ 6 フィールドの構文を使用します。
minute hour day-of-month month day-of-week year

たとえば、次の式は、「2021年から2024年の毎週火曜日と金曜日の 1:15 AM」と解釈されます。
15 1 ? * 2,5 2021-2024

次の表には、各フィールドの有効な値が含まれます。
フィールド

有効な値

分

0～59

時間

0～23

日

1～31

月

1～12 または
JAN、FEB、MAR、APR、MAY、JUN、JUL、AUG、SEP、OCT、NOV、DEC

曜日

1～7 またはSUN、MON、TUE、WED、THU、FRI、SAT

年

1970～2199

日と曜日は重複しているので、どちらか一方を指定できますが、両方を指定することはできません。もう
一方を ? とマークする必要があります。ワイルドカードオプションの完全な概要については、「Amazon
CloudWatch Events ユーザーガイド」を参照してください。

Amazon OpenSearch Service ドメインのタグ付け
タグを使用すると、Amazon OpenSearch Service ドメインに任意の情報を割り当てて、その情報を分類し
てフィルタリングできます。タグとは、OpenSearch Service ドメインを定義して関連付けるキーと値のペ
アです。これらのタグを使用して、類似のタグ付けされたリソースの費用をグループ化することで、コス
トを追跡できます。AWS はタグに意味論的意味を適用しません。タグは単なる文字列として解釈されま
す。タグには、次の要素があります。
タグ要素

説明

必須

タグキー

タグキーは、タグ名です。キーは、アタッチされている OpenSearch
Service ドメインに対して一意である必要があります。タグキーと値の基
本的な制限のリストについては、「ユーザー定義タグの制限」を参照して
ください。

はい
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タグ要素

説明

必須

タグ値

タグ値は、タグの文字列値です。タグ値は null を指定できます。また、
タグセット内で一意である必要はありません。例えば、project/Trinity と
cost-center/Trinity のタグセット内に 1 つのキーと値のペアを使用できま
す。タグキーと値の基本的な制限のリストについては、「ユーザー定義タ
グの制限」を参照してください。

いいえ

各 OpenSearch Service ドメインにはタグセットがあり、それぞれの OpenSearch Service ドメインに割り
当てられているすべてのタグが含まれています。AWS は、OpenSearch Service ドメインにタグを自動的
に割り当てません。タグセットには、0～50 個のタグを含めることができます。ドメインに追加したタグ
のキーが既存のタグのキーと同じ場合、既存の値は新しい値によって上書きされます。

タグ付けの例
キーを使用してカテゴリを定義し、タグ値をそのカテゴリの項目にすることができます。具体的に
は、「project」というタグキーと「Salix」というタグ値を定義して、OpenSearch Servic ドメ
インが Salix プロジェクトに割り当てられていることを示すことができます。また、タグキーとして
environment=test や environment=production などを使用して、OpenSearch Service ドメインが
テスト用なのか本稼働用なのかを示すこともできます。OpenSearch Service ドメインに関連付けられてい
るメタデータの追跡が簡単になるように、一貫した一連のタグキーを使用することを試してください。
タグを使用して AWS 請求書を整理し、自分のコスト構造を反映することもできます。そのためには、
サインアップして、タグキー値が含まれた AWS アカウント の請求書を取得する必要があります。そ
の後、同じタグキー値を持つリソースに従って請求情報を整理し、結合したリソースのコストを確認
します。例えば、複数の OpenSearch Service ドメインにキーと値のペアをタグ付けし、請求情報を
整理して複数のサービスにおける各ドメインの合計コストを確認できます。詳細については、https://
docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/cost-alloc-tags.html 請求情報とコスト管理の
「AWSコスト配分タグの使用」を参照してください。

Note
タグは承認用にキャッシュに格納されます。そのため、OpenSearch Service ドメインに対するタ
グの追加や更新には数分かかることがあります。

タグの操作 (コンソール)
コンソールは、ドメインにタグを付ける最も簡単な方法です。

タグを作成するには (コンソール)
1.

https://aws.amazon.com にアクセスし、[コンソールにサインイン] を選択します。

2.

[分析] の下で、[Amazon OpenSearch Service] を選択します。

3.

タグを追加するドメインを選択し、[タグ] タブに移動します。

4.

[管理] を選択して、[新しいタグを追加] を選択します。

5.

タグキーとオプションの値を入力します。

6.

[Save] を選択します。

タグを削除するには、同じ手順に従って、[タグを管理] ページで [削除] を選択します。
タグを操作するコンソールを使用する方法の詳細については、AWS マネジメントコンソール入門ガイドの
「タグエディター」を参照してください。
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タグの操作 (AWS CLI)
AWS CLI で --add-tags コマンドを使用して、リソースタグを作成することができます。
[Syntax] (構文)
add-tags --arn=<domain_arn> --tag-list Key=<key>,Value=<value>
パラメータ

説明

--arn

タグが添付される OpenSearch Service ドメインの Amazon リソースネー
ム。

--tag-list

スペースで区切られたキーと値のペアの以下の形式のセット:
Key=<key>,Value=<value>

例
次の例では、[ログ] ドメイン用に 2 つのタグを作成します。
aws opensearch add-tags --arn arn:aws:es:us-east-1:379931976431:domain/logs --tag-list
Key=service,Value=OpenSearch Key=instances,Value=m3.2xlarge

remove-tags コマンドを使用して OpenSearch Service ドメインからタグを削除できます。
構文
remove-tags --arn=<domain_arn> --tag-keys Key=<key>,Value=<value>
パラメータ

説明

--arn

タグが添付される OpenSearch Service ドメインの Amazon リソースネー
ム (ARN)。

--tag-keys

OpenSearch Service ドメインから削除するスペース区切りのキーと値のペ
アのセット。

例
次の例は、[ログ] ドメインから前述の例で作成した 2 つのタグを削除します。
aws opensearch remove-tags --arn arn:aws:es:us-east-1:379931976431:domain/logs --tag-keys
service instances

list-tags コマンドで OpenSearch Service ドメインの既存のタグを表示できます。
[Syntax] (構文)
list-tags --arn=<domain_arn>
パラメータ

説明

--arn

タグが添付される OpenSearch Service ドメインの Amazon リソースネー
ム (ARN)。
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例
次の例は、[ログ] ドメインのすべてのリソースタグをリスト表示します。
aws opensearch list-tags --arn arn:aws:es:us-east-1:379931976431:domain/logs

タグの操作 (AWS SDK)
AWS SDK (Android および iOS SDK を除く) は、「Amazon OpenSearch Service API リファレンス」
に定義されているすべてのアクションをサポートします。これには、AddTags、ListTags、および
RemoveTags オペレーションも含まれます。AWS SDK のインストールと使用の詳細については、「AWS
Software Development Kits」を参照してください。

Python
この例では、AWS SDK for Python (Boto) の OpenSearchService 低レベル Python クライアントを使用し
て、ドメインにタグを追加し、ドメインにアタッチされたタグをリスト化し、ドメインからタグを削除し
ます。DOMAIN_ARN、TAG_KEY および TAG_VALUE の値を指定する必要があります。
import boto3
from botocore.config import Config

# import configuration

DOMAIN_ARN = '' # ARN for the domain. i.e "arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/mydomain
TAG_KEY = '' # The name of the tag key. i.e 'Smileyface'
TAG_VALUE = '' # The value assigned to the tag. i.e 'Practicetag'
# defines the configurations parameters such as region
my_config = Config(region_name='us-east-1')
client = boto3.client('opensearch', config=my_config)
# defines the client variable
def addTags():
"""Adds tags to the domain"""
response = client.add_tags(ARN=DOMAIN_ARN,
TagList=[{'Key': TAG_KEY,
'Value': TAG_VALUE}])
print(response)
def listTags():
"""List tags that have been added to the domain"""
response = client.list_tags(ARN=DOMAIN_ARN)
print(response)
def removeTags():
"""Remove tags that have been added to the domain"""
response = client.remove_tags(ARN=DOMAIN_ARN, TagKeys=[TAG_KEY])
print('Tag removed')
return response
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Amazon OpenSearch Service ドメイ
ンのモニタリング
モニタリングは、Amazon OpenSearch Service およびその他の AWS ソリューションの信頼性、可用性、
およびパフォーマンスを維持する上で重要な部分です。AWS には、OpenSearch Service リソースをモニ
タリングしたり、問題が発生したときに報告したり、必要に応じて自動アクションを実行したりするため
に以下のツールが用意されています。
Amazon CloudWatch
Amazon CloudWatch は OpenSearch Service リソースをリアルタイムでモニタリングします。メトリ
クスの収集と追跡、カスタマイズしたダッシュボードの作成、およびメトリクスが特定のしきい値に
達したときに通知したりアクションを実行したりするアラームの設定を行うことができます。詳細に
ついては、Amazon CloudWatch ユーザーガイド を参照してください。
Amazon CloudWatch Logs –
Amazon CloudWatch Logs を使用すると、OpenSearch のログファイルをモニタリング、保存、およ
びアクセスすることができます。CloudWatch Logs は、ログファイル内の情報をモニタリングし、
特定のしきい値が満たされたときに通知できます。詳細については、Amazon CloudWatch Logs ユー
ザーガイドを参照してください。
Amazon EventBridge
Amazon EventBridge は、OpenSearch Service ドメインの変更を記述したシステムイベントのスト
リームをほぼリアルタイムに配信します。特定のイベントを監視し、これらのイベントが発生した
ときに他の AWS サービスで自動アクションをトリガーするルールを作成できます。詳細について
は、Amazon EventBridge ユーザーガイドを参照してください。
AWS CloudTrail
AWS CloudTrail は、OpenSearch Service に対して行われた設定 API 呼び出しをイベントとしてキャ
プチャします。指定した Amazon S3 バケットにこれらのイベントが渡されます。この情報を使用し
て、リクエストを行ったユーザーとアカウント、リクエスト元のソース IP アドレス、およびリクエ
ストの発生日時を特定できます。詳細については、AWS CloudTrail ユーザーガイドを参照してくださ
い。
トピック
• Amazon CloudWatch を用いた OpenSearch クラスターメトリクスのモニタリング (p. 70)
• Amazon CloudWatch Logs を用いて OpenSearch ログをモニタリングする (p. 95)
• Amazon OpenSearch Service での監査ログのモニタリング (p. 101)
• Amazon EventBridge を用いた OpenSearch Service イベントのモニタリング (p. 110)
• AWS CloudTrail での Amazon OpenSearch Service API 呼び出しのモニタリング (p. 126)

Amazon CloudWatch を用いた OpenSearch クラス
ターメトリクスのモニタリング
Amazon OpenSearch Service は、ドメインから Amazon CloudWatch にデータを公開しま
す。CloudWatch では、それらのデータポイントについての統計 (メトリクスと呼ばれる) を、順序付け
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られた時系列データのセットとして取得できます。OpenSearch Service は 60 秒間隔でメトリクスを
CloudWatch に送信します。汎用または磁気 EBS ボリュームを使用する場合、EBS ボリュームのメトリ
クスは 5 分ごとのみに更新されます。Amazon CloudWatch の詳細については、Amazon CloudWatch ユー
ザーガイドを参照してください。
OpenSearch Service コンソールには、CloudWatch の raw データに基づいて一連のグラフが表示されま
す。必要に応じて、コンソールでのグラフではなく Amazon CloudWatch にクラスターデータを表示する
こともできます。サービスは、メトリクスを 2 週間アーカイブし、その後破棄します。このメトリクスに
追加料金はかかりませんが、CloudWatch には引き続きダッシュボードとアラームの作成に対して課金さ
れます。詳細については、Amazon CloudWatch の料金を参照してください。
OpenSearch Service は CloudWatch にメトリクスを発行します。
• the section called “クラスターメトリクス” (p. 72)
• the section called “専用マスターノードメトリクス” (p. 77)
• the section called “EBS ボリュームメトリクス” (p. 77)
• the section called “インスタンスメトリクス” (p. 78)
• the section called “UltraWarm メトリクス” (p. 84)
• the section called “コールドストレージのメトリクス” (p. 87)
• the section called “アラートメトリクス” (p. 87)
• the section called “異常検出のメトリクス” (p. 88)
• the section called “非同期検索メトリクス” (p. 90)
• the section called “SQL メトリクス” (p. 90)
• the section called “k-NN メトリクス” (p. 91)
• the section called “クラスター間検索のメトリクス” (p. 93)
• the section called “クラスター間レプリケーションメトリクス” (p. 93)
• the section called “Learning to Rank のメトリクス” (p. 94)
• the section called “Piped Processing Language のメトリクス” (p. 95)

CloudWatch でのメトリクスの表示
CloudWatch メトリクスはまずサービスの名前空間ごとにグループ化され、次に各名前空間内のさまざま
なディメンションの組み合わせごとにグループ化されます。

CloudWatch コンソールを使用してメトリクスを表示するには
1.

CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[すべてのメトリクス] を選択し、[AWS/ES] 名前空間を選択します。

3.

ディメンションを選択して、対応するメトリクスを表示します。個別のノードのメトリクス
は、ClientId, DomainName, NodeId ディメンションにあります。クラスターメトリクス
は、Per-Domain, Per-Client Metrics ディメンションにあります。一部のノードメトリクス
は、クラスターレベルで集計されるため、両方のディメンションに含まれます。シャードメトリクス
は、ClientId, DomainName, NodeId, ShardRole ディメンションにあります。

AWS CLI を使用してメトリクスのリストを表示するには
次のコマンドを実行します。
aws cloudwatch list-metrics --namespace "AWS/ES"
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OpenSearch Service でのヘルスチャートの解釈
OpenSearch Service でメトリクスを表示するには、[クラスターヘルス] および [インスタンスヘルス] タブ
を使用します [インスタンスヘルス] タブでは、ボックスチャートを使用して、各 OpenSearch ノードのヘ
ルスを一目で確認できます。

• それぞれの色付きの箱は、指定した期間におけるノードの値範囲を示しています。
• 青色の箱は他のノードと同じ値を示します。赤色の箱は異常値を示します。
• 各箱の白線は、ノードの現在値を示します。
• 各拍の両脇にある「ひげ」は、期間におけるすべてのノードの最大値と最小値を示します。
ドメインの設定を変更すると、[クラスターヘルス] タブと [インスタンスヘルス] タブの各インスタンスの
リストが正しい数に戻る前に、しばらくの間 2 倍のサイズになる場合があります。この動作の説明につい
ては、「the section called “設定変更” (p. 22)」を参照してください。

クラスターメトリクス
Amazon OpenSearch Service は、以下のクラスターのメトリクスを提供します。
メトリクス

説明

ClusterStatus.green

値 1 は、すべてのインデックスシャードがクラスターのノードに割り
当てられることを示します。
関連する統計: Maximum

ClusterStatus.yellow

値 1 は、すべてのインデックスのプライマリシャードがクラスターの
ノードに割り当てられていることを示しますが、1 つ以上のインデック
スのレプリカシャードが割り当てられていません。詳細については、
「the section called “黄色のクラスター状態” (p. 452)」を参照してく
ださい。
関連する統計: Maximum

ClusterStatus.red

値 1 は、少なくとも 1 つのインデックスのプライマリとレプリカの
両方のシャードが、クラスターのノードに割り当てられないことを
示します。詳細については、「the section called “赤のクラスター状
態” (p. 449)」を参照してください。
関連する統計: Maximum
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メトリクス

説明

Shards.active

アクティブなプライマリとレプリカの両方のシャードの合計数。
関連する統計: Maximum、Sum

Shards.unassigned

クラスターのノードに割り当てられていないシャードの数。
関連する統計: Maximum、Sum

Shards.delayedUnassigned タイムアウト設定によってノード割り当てが遅れたシャードの数。
関連する統計: Maximum、Sum
Shards.activePrimary

アクティブなプライマリシャードの数。
関連する統計: Maximum、Sum

Shards.initializing

初期化中のシャードの数。
関連する統計: Sum

Shards.relocating

再配置中のシャードの数。
関連する統計: Sum

Nodes

OpenSearch Service クラスターのノードの数 (例: 専用マスターノード
と UltraWarm ノード)。詳細については、「the section called “設定変
更” (p. 22)」を参照してください。
関連する統計: Maximum

SearchableDocuments

クラスター内のすべてのデータノードで検索可能なドキュメントの合計
数。
関連する統計: Minimum、Maximum、Average

DeletedDocuments

クラスター内のすべてのデータノードで削除対象としてマークされた
ドキュメントの合計数。これらのドキュメントは検索結果に表示され
なくなっていますが、セグメントマージ中にディスクから削除されたド
キュメントのみが OpenSearch によって削除されます。このメトリク
スは、削除リクエスト後に増加し、セグメントマージ後に減少します。
関連する統計: Minimum、Maximum、Average

CPUUtilization

クラスター内のデータノードの CPU 使用率の割合。Maximum
は、CPU 使用率が最も高いノードを示します。Average は、クラス
ター内のすべてのノードを表します。このメトリクスは、個別のノード
でも利用できます。
関連する統計: Maximum、Average
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メトリクス

説明

FreeStorageSpace

クラスター内のデータノードの空き領域。Sum はクラスターの合計空
き容量を示しますが、正確な値を得るには期間を 1 分にする必要があ
ります。Minimum と Maximum は、それぞれ空き領域が最も少ない
ノードと最も多いノードを示します。このメトリクスは、個別のノード
でも利用できます。OpenSearch Service は、このメトリクスが 0 に達
したときに ClusterBlockException をスローします。復旧するに
は、インデックスを削除する、より大きなインスタンスを追加する、既
存のインスタンスに EBS ベースのストレージを追加する、のいずれか
を実行する必要があります。詳細については、「the section called “使
用可能なストレージ領域の不足” (p. 452)」を参照してください。
OpenSearch Service コンソールには、この値が GiB 単位で表示されま
す。Amazon CloudWatch コンソールには、この値が MiB 単位で表示さ
れます。

Note
FreeStorageSpace は、OpenSearch の _cluster/stats
および _cat/allocation API が提供する値より常に小さく
なります。OpenSearch Service は、内部オペレーションの各
インスタンスでストレージ領域の割合を予約します。詳細につ
いては、「ストレージ要件の計算 (p. 363)」を参照してくだ
さい。
関連する統計: Minimum、Maximum、Average、Sum
ClusterUsedSpace

クラスターの合計使用領域。正確な値を取得するには、期間を 1 分の
ままにしておく必要があります。
OpenSearch Service コンソールには、この値が GiB 単位で表示されま
す。Amazon CloudWatch コンソールには、この値が MiB 単位で表示さ
れます。
関連する統計: Minimum、Maximum

ClusterIndexWritesBlockedクラスターで、着信する書き込みリクエストを受け入れるか、ブロック
するかを指定します。値 0 では、クラスターでリクエストを受け入れ
ます。値 1 ではリクエストをブロックします。
代表的なものとしては、FreeStorageSpace が少なすぎ
る、JVMMemoryPressure が高すぎるなどがあります。この問題を軽
減するには、ディスク容量の追加やクラスターのスケーリングを検討し
ます。
関連する統計: Maximum

API バージョン 2015-01-01
74

Amazon OpenSearch Service デベロッパーガイド
クラスターメトリクス

メトリクス

説明

JVMMemoryPressure

クラスター内のすべてのデータノードで使用する Java ヒープの最大
パーセンテージ。OpenSearch Service は、インスタンスの RAM の半
分を Java ヒープ (32 GiB のヒープサイズまで) に使用します。インス
タンスは最大 64 GiB の RAM まで垂直スケーリングでき、それ以上
はインスタンスを追加することで水平方向にスケーリングできます。
「the section called “推奨される CloudWatch アラーム” (p. 370)」を
参照してください。
関連する統計: Maximum

Note
このメトリクスのロジックは、サービスソフトウェア
R20220323 で変更されました。詳細については、「リリース
ノート (p. 523)」を参照してください。
OldGenJVMMemoryPressure クラスター内のすべてのデータノードにおける「旧世代」で使用する
Java ヒープの最大パーセンテージ。このメトリクスは、ノードレベル
でも使用できます。
関連する統計: Maximum
AutomatedSnapshotFailure クラスターの失敗した自動スナップショットの数。1 の値は、自動ス
ナップショットが過去 36 時間、ドメイン用に取られなかったことを示
します。
関連する統計: Minimum、Maximum
CPUCreditBalance

クラスター内の、データノードに使用できる残りの CPU クレジッ
ト。CPU クレジットは、フル CPU パフォーマンスを 1 分間実現しま
す。詳細については、Amazon EC2 デベロッパーガイドの「CPU クレ
ジット」を参照してください。このメトリクスは、T2 のインスタンス
タイプでのみ使用できます。
関連する統計: Minimum

OpenSearch Dashboards のヘルスチェック。最小、最大、および平均
OpenSearchDashboardsHealthyNodes
がすべて 1 に等しい場合、Dashboards は正常に動作しています。最大
(以前は
が 1、最小が 0、平均が 0.7 の 10 個のノードがある場合、これは 7 個
KibanaHealthyNodes)
のノード (70%) が正常であり、3 個のノード (30%) が正常でないこと
を意味します。
関連する統計: Minimum、Maximum、Average
サーバーの問題または機能の制限により失敗した OpenSearch
KibanaReportingFailedRequestSysErrCount
Dashboards レポートを生成するリクエストの数。
関連する統計: Sum
クライアントの問題により失敗した OpenSearch Dashboards レポート
KibanaReportingFailedRequestUserErrCount
を生成するリクエストの数。
関連する統計: Sum
OpenSearch Dashboards レポートを生成するリクエストの合計数。
KibanaReportingRequestCount
関連する統計: Sum
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メトリクス

説明

OpenSearch Dashboards レポートを生成するリクエストに成功した
KibanaReportingSuccessCount
数。
関連する統計: Sum
KMSKeyError

値 1 は、保管中のデータを暗号化するために使用される AWS KMS
キーが無効になっていることを示します。通常のオペレーションにドメ
インを復元するには、キーを再度有効にします。コンソールでは、保管
時のデータを暗号化するドメインに対してのみこのメトリクスが表示さ
れます。
関連する統計: Minimum、Maximum

KMSKeyInaccessible

値 1 は、保管中のデータを暗号化するために使用される AWS KMS
キーが削除されたか、OpenSearch Service への付与が取り消し済みで
あることを示します。この状態にあるドメインを復元することはできま
せん。ただし、手動のスナップショットがある場合は、それを使用して
ドメインのデータを新しいドメインに移行できます。コンソールでは、
保管時のデータを暗号化するドメインに対してのみこのメトリクスが表
示されます。
関連する統計: Minimum、Maximum

InvalidHostHeaderRequestsOpenSearch クラスターに対する HTTP リクエストのうち、ホス
トヘッダーが無効な (または欠落している) ものの数。有効なリク
エストには、ホストヘッダー値としてドメインホスト名が含まれま
す。OpenSearch Service は、制限付きアクセスポリシーを持たないパ
ブリックアクセスドメインの不正なリクエストを拒否します。すべての
ドメインに制限付きアクセスポリシーを適用することをお勧めします。
このメトリクスで大きな値が表示される場合は、OpenSearch クライア
ントのリクエストにドメインホスト名が含まれていることを確認します
(ない場合は、IP アドレスなど)。
関連する統計: Sum
OpenSearch クラスターに対するリクエストの数。
OpenSearchRequests(previously
ElasticsearchRequests)
関連する統計: Sum
2xx, 3xx, 4xx, 5xx

特定の HTTP レスポンスコード (2xx、3xx、4xx、5xx) の発生につな
がった、ドメインへのリクエストの数。
関連する統計: Sum

DiskThroughputThrottle

EBS ボリュームのスループット制限を理由として、リクエストがス
ロットリングされているかどうかを示します。値 1 は、選択した期間
内に一部のリクエストがスロットリングされたことを示します。値 0
は正常な動作を示します。
このメトリクスの値が常に 1 である場合は、AWS が推奨するベストプ
ラクティスに従ってインスタンスをスケールアップできます。
関連する統計: Minimum、Maximum

API バージョン 2015-01-01
76

Amazon OpenSearch Service デベロッパーガイド
専用マスターノードメトリクス

専用マスターノードメトリクス
Amazon OpenSearch Service は、以下の専用マスターノード (p. 367)のメトリクスを提供します。
メトリクス

説明

MasterCPUUtilization

専用マスターノードが使用する CPU リソースの最大パーセンテージ。
このメトリクスが 60 パーセントに達する場合、インスタンスタイプの
サイズを増やすことをお勧めします。
関連する統計: Maximum

MasterFreeStorageSpace

このメトリクスは関係ないため無視できます。このサービスはデータ
ノードとしてマスターノードを使用しません。

MasterJVMMemoryPressure クラスター内のすべての専用マスターノードで使用する Java ヒープの
最大パーセンテージ。このメトリクスが 85 パーセントに達する場合、
より大規模なインスタンスタイプに移行することをお勧めします。
関連する統計: Maximum

Note
このメトリクスのロジックは、サービスソフトウェア
R20220323 で変更されました。詳細については、「リリース
ノート (p. 523)」を参照してください。
マスターノードごとの「旧世代」で使用される Java ヒープの最大パー
MasterOldGenJVMMemoryPressure
センテージ。
関連する統計: Maximum
MasterCPUCreditBalance

クラスター内の専用マスターノードで使用できる、残りの CPU クレ
ジット。CPU クレジットは、フル CPU パフォーマンスを 1 分間実現
します。詳細については、Amazon EC2 デベロッパーガイドの「CPU
クレジット」を参照してください。このメトリクスは、T2 のインスタ
ンスタイプでのみ使用できます。
関連する統計: Minimum

MasterReachableFromNode MasterNotDiscovered 例外のヘルスチェック。値 1 は正常な動作を
示します。値 0 は、/_cluster/health/ の動作が正常ではないこと
を示します。
動作が正常でないとは、マスターノードが停止しているか、到達不可能
であることを意味します。通常、これらの原因はネットワーク接続また
は AWS 依存関係の問題です。
関連する統計: Minimum
使用中のマスターノードのメモリの割合。
MasterSysMemoryUtilization
関連する統計: Maximum

EBS ボリュームメトリクス
Amazon OpenSearch Service は、以下の EBS ボリュームのメトリクスを提供します。
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メトリクス

説明

ReadLatency

EBS ボリュームでの読み取り操作のレイテンシー (秒単位)。このメトリクス
は、個別のノードでも利用できます。
関連する統計: Minimum、Maximum、Average

WriteLatency

EBS ボリュームでの書き込み操作のレイテンシー (秒単位)。このメトリクス
は、個別のノードでも利用できます。
関連する統計: Minimum、Maximum、Average

ReadThroughput

EBS ボリュームでの読み取り操作のスループット (バイト/秒単位)。このメト
リクスは、個別のノードでも利用できます。
関連する統計: Minimum、Maximum、Average

WriteThroughput

EBS ボリュームでの書き込み操作のスループット (バイト/秒単位)。このメト
リクスは、個別のノードでも利用できます。
関連する統計: Minimum、Maximum、Average

DiskQueueDepth

EBS ボリュームに対する保留中の入出力 (I/O) リクエストの数。
関連する統計: Minimum、Maximum、Average

ReadIOPS

EBS ボリュームでの読み取り操作の入出力 (I/O) 操作数 (1 秒あたり)。このメ
トリクスは、個別のノードでも利用できます。
関連する統計: Minimum、Maximum、Average

WriteIOPS

EBS ボリュームでの書き込み操作の入出力 (I/O) 操作数 (1 秒あたり)。このメ
トリクスは、個別のノードでも利用できます。
関連する統計: Minimum、Maximum、Average

BurstBalance

EBS ボリュームの、バーストバケットに残っている入出力 (I/O) クレジット
の割合。値 100 は、ボリュームが最大クレジット数を累積したことを意味し
ます。このパーセンテージが 70% を下回る場合は、「the section called “低
EBS バーストバランス” (p. 455)」を参照してください。
関連する統計: Minimum、Maximum、Average

インスタンスメトリクス
Amazon OpenSearch Service は、以下のドメイン内の各インスタンスのメトリクスを提供します。ま
た、OpenSearch Service では、これらのインスタンスメトリクスを集約することで、クラスター全体のヘ
ルスへのインサイトを提供します。この動作を確認するには、コンソールで [サンプル数] 統計を使用しま
す。以下のテーブルの各メトリクスには、ノードとクラスターに関連する統計を含みます。

Important
Elasticsearch のバージョンが異なる場合、_index API への呼び出しの処理にも異なるス
レッドプールが使用されます。Elasticsearch 1.5 および 2.3 は、インデックス作成スレッド
プールを使用します。Elasticsearch 5.x、6.0、および 6.2 はバルクスレッドプールを使用しま
す。OpenSearch および Elasticsearch 6.3 以降では書き込みスレッドプールを使用します。現
在、OpenSearch Service コンソールにはバルクスレッドプールのグラフは含まれていません。
GET _cluster/settings?include_defaults=true を使用して、クラスターのスレッド
プールとキューサイズを確認します。
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説明

IndexingLatency

インデックス作成オペレーションを完了するためにシャードで必要な平
均時間 (ミリ秒)。
関連するノードの統計: Average
関連するクラスターの統計: Average、Maximum

IndexingRate

1 分あたりのインデックス作成オペレーションの数。2 つのドキュメン
トを追加し、2 つのカウントを 4 つのオペレーションとして更新する
_bulk API への 1 回の呼び出し。これは 1 つ以上のノードに分散する
可能性があります。そのインデックスに 1 つ以上のレプリカがある場
合、クラスター内の他のノードにも合計 4 つのインデックス作成オペ
レーションが記録されます。ドキュメントの削除はこのメトリクスに対
してカウントされません。
関連するノードの統計: Average
関連するクラスターの統計: Average、Maximum、Sum

SearchLatency

検索オペレーションを完了するためにデータノードのシャードで必要な
平均時間 (ミリ秒)。
関連するノードの統計: Average
関連するクラスターの統計: Average、Maximum

SearchRate

データノードのすべてのシャードに対する 1 分あたりの検索リクエス
トの総数。_search API への 1 回の呼び出しに対して、さまざまな
シャードから結果が返される可能性があります。これらのシャードのう
ちの 5 つが 1 つのノードにある場合、クライアントが 1 つのリクエス
トしか行っていない場合でも、ノードはこのメトリクスについて 5 を報
告します。
関連するノードの統計: Average
関連するクラスターの統計: Average、Maximum、Sum

SegmentCount

データノードでのセグメントの数。セグメントの数が多いほど、各検索
にかかる時間が長くなります。OpenSearch では、小さなセグメントを
大きなセグメントにマージすることがあります。
関連するノードの統計: Maximum、Average
関連するクラスターの統計: Sum、Maximum、Average

SysMemoryUtilization

インスタンスが使用中のメモリの割合。このメトリクスの高い値は正常
であり、通常はクラスターに問題はありません。潜在的なパフォーマン
スおよび安定性の問題の指標については、「JVMMemoryPressure メ
トリクス」を参照してください。
関連するノードの統計: Minimum、Maximum、Average
関連するクラスターの統計: Minimum、Maximum、Average

JVMGCYoungCollectionCount「新世代」ガベージコレクションが実行された回数。実行数が大量にな
り、かつ増え続けることは、通常のクラスター操作の一部です。
関連するノードの統計: Maximum
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メトリクス

説明
関連するクラスターの統計: Sum、Maximum、Average

JVMGCYoungCollectionTime クラスターで「新世代」ガベージコレクションの実行にかかった時間
(ミリ秒)。
関連するノードの統計: Maximum
関連するクラスターの統計: Sum、Maximum、Average
JVMGCOldCollectionCount 「旧世代」ガベージコレクションが実行された回数。十分なリソースが
あるクラスターでは、この回数は少ないままですが、まれに増加しま
す。
関連するノードの統計: Maximum
関連するクラスターの統計: Sum、Maximum、Average
JVMGCOldCollectionTime

クラスターで「旧世代」ガベージコレクションの実行にかかった時間
(ミリ秒)。
関連するノードの統計: Maximum
関連するクラスターの統計: Sum、Maximum、Average

OpenSearch Dashboards へのアクティブな同時接続の数。この数が一
OpenSearchDashboardsConcurrentConnections
貫して増加する場合は、クラスターのスケーリングを検討してくださ
(以前は
い。
KibanaConcurrentConnections)
関連するノードの統計: Maximum
関連するクラスターの統計: Sum、Maximum、Average
個別の OpenSearch Dashboards ノードのヘルスチェック。値 1 は正常
OpenSearchDashboardsHealthyNode
な動作を示します。値 0 は Dashboards がアクセス不可であることを示
(以前は
します。
KibanaHealthyNode)
関連するノードの統計: Minimum
関連するクラスターの統計: Minimum、Maximum、Average
OpenSearch Dashboards に割り当てられたヒープメモリの容量
OpenSearchDashboardsHeapTotal
(MiB)。EC2 インスタンスタイプが異なると、正確なメモリ割り当てに
(以前は KibanaHeapTotal)
影響する可能性があります。
関連するノードの統計: Maximum
関連するクラスターの統計: Sum、Maximum、Average
OpenSearch Dashboards で使用されるヒープメモリの絶対容量
OpenSearchDashboardsHeapUsed
(MiB)。
(以前は KibanaHeapUsed)
関連するノードの統計: Maximum
関連するクラスターの統計: Sum、Maximum、Average
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OpenSearch Dashboards で使用される使用可能なヒープメモリの最大
OpenSearchDashboardsHeapUtilization
パーセンテージ。この値が 80% を超えて増加する場合は、クラスター
(以前は
のスケーリングを検討してください。
KibanaHeapUtilization)
関連するノードの統計: Maximum
関連するクラスターの統計: Minimum、Maximum、Average
OpenSearch Dashboards の 1 分の CPU ロードの平均。CPU ロード
OpenSearchDashboardsOS1MinuteLoad
は、理想的には 1.00 未満にとどまるはずです。一時的なスパイクは問
(以前は
題ありませんが、このメトリクスが一貫して 1.00 を超える場合は、イ
KibanaOS1MinuteLoad)
ンスタンスタイプのサイズを増やすことをお勧めします。
関連するノードの統計: Average
関連するクラスターの統計: Average、Maximum
OpenSearch Dashboards に対して行われた HTTP リクエストの合計
OpenSearchDashboardsRequestTotal
数。システムの速度が遅い、または Dashboards リクエストの数が多い
(以前は
場合は、インスタンスタイプのサイズを増やすことを検討してくださ
KibanaRequestTotal)
い。
関連するノードの統計: Sum
関連するクラスターの統計: Sum
OpenSearch Dashboards がリクエストに応答するのに必要な最大時間
OpenSearchDashboardsResponseTimesMaxInMillis
(ミリ秒)。リクエストで結果が返ってくるために一貫して時間がかかる
(以前は
場合は、インスタンスタイプのサイズを増やすことを検討してくださ
KibanaResponseTimesMaxInMillis)
い。
関連するノードの統計: Maximum
関連するクラスターの統計: Maximum、Average
強制マージスレッドプールでキューに入っているタスクの数。キューの
ThreadpoolForce_mergeQueue
サイズが一貫して大きい場合は、クラスターのスケーリングを検討して
ください。
関連するノードの統計: Maximum
関連するクラスターの統計: Sum、Maximum、Average
強制マージスレッドプールで拒否されたタスクの数。この数が増え続け
ThreadpoolForce_mergeRejected
る場合は、クラスターのスケーリングを検討してください。
関連するノードの統計: Maximum
関連するクラスターの統計: Sum
強制マージスレッドプールのサイズ。
ThreadpoolForce_mergeThreads
関連するノードの統計: Maximum
関連するクラスターの統計: Average、Sum
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ThreadpoolIndexQueue

インデックス作成スレッドプールでキューに入っているタスクの数。
キューのサイズが一貫して大きい場合は、クラスターのスケーリングを
検討してください。インデックスキューの最大サイズは 200 です。
関連するノードの統計: Maximum
関連するクラスターの統計: Sum、Maximum、Average

ThreadpoolIndexRejected インデックス作成スレッドプールで拒否されたタスクの数。この数が増
え続ける場合は、クラスターのスケーリングを検討してください。
関連するノードの統計: Maximum
関連するクラスターの統計: Sum
ThreadpoolIndexThreads

インデックス作成スレッドプールのサイズ。
関連するノードの統計: Maximum
関連するクラスターの統計: Average、Sum

ThreadpoolSearchQueue

検索スレッドプールでキューに入っているタスクの数。キューのサイズ
が一貫して大きい場合は、クラスターのスケーリングを検討してくださ
い。検索キューの最大サイズは 1,000 です。
関連するノードの統計: Maximum
関連するクラスターの統計: Sum、Maximum、Average

ThreadpoolSearchRejected 検索スレッドプールで拒否されたタスクの数。この数が増え続ける場合
は、クラスターのスケーリングを検討してください。
関連するノードの統計: Maximum
関連するクラスターの統計: Sum
ThreadpoolSearchThreads 検索スレッドプールのサイズ。
関連するノードの統計: Maximum
関連するクラスターの統計: Average、Sum
ThreadpoolsqlworkerQueue

SQL 検索スレッドプールでキューに入っているタスクの数。キューの
サイズが一貫して大きい場合は、クラスターのスケーリングを検討して
ください。
関連するノードの統計: Maximum
関連するクラスターの統計: Sum、Maximum、Average

ThreadpoolsqlworkerRejected

SQL 検索スレッドプールで拒否されたタスクの数。この数が増え続け
る場合は、クラスターのスケーリングを検討してください。
関連するノードの統計: Maximum
関連するクラスターの統計: Sum
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ThreadpoolsqlworkerThreads

SQL 検索スレッドプールのサイズ。
関連するノードの統計: Maximum
関連するクラスターの統計: Average、Sum

ThreadpoolBulkQueue

バルクスレッドプールでキューに入っているタスクの数。キューのサイ
ズが一貫して大きい場合は、クラスターのスケーリングを検討してくだ
さい。
関連するノードの統計: Maximum
関連するクラスターの統計: Sum、Maximum、Average

ThreadpoolBulkRejected

バルクスレッドプールで拒否されたタスクの数。この数が増え続ける場
合は、クラスターのスケーリングを検討してください。
関連するノードの統計: Maximum
関連するクラスターの統計: Sum

ThreadpoolBulkThreads

バルクスレッドプールのサイズ。
関連するノードの統計: Maximum
関連するクラスターの統計: Average、Sum

ThreadpoolWriteThreads

書き込みスレッドプールのサイズ。
関連するノードの統計: Maximum
関連するクラスターの統計: Average、Sum

ThreadpoolWriteQueue

書き込みスレッドプールでキューに入っているタスクの数。
関連するノードの統計: Maximum
関連するクラスターの統計: Average、Sum

ThreadpoolWriteRejected 書き込みスレッドプールで拒否されたタスクの数。
関連するノードの統計: Maximum
関連するクラスターの統計: Average、Sum

Note
バージョン 7.9 では、デフォルトの書き込み
キューのサイズが 200 から 10000 に増加した
ため、このメトリクスは OpenSearch Service
からの拒否の唯一の指標ではなくなりまし
た。CoordinatingWriteRejected、PrimaryWriteRejected、
および ReplicaWriteRejected メトリクスを使用して、
バージョン 7.9 以降での拒否をモニタリングします。
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CoordinatingWriteRejected最後の OpenSearch Service プロセスのスタートアップ以降のインデッ
クス作成のプレッシャーにより調整ノードで発生した拒否の総数。
関連するノードの統計: Maximum
関連するクラスターの統計: Average、Sum
このメトリクスは、バージョン 7.9 以降で使用できます。
PrimaryWriteRejected

最後の OpenSearch Service プロセスのスタートアップ以降のインデッ
クス作成のプレッシャーによりプライマリシャードで発生した拒否の総
数。
関連するノードの統計: Maximum
関連するクラスターの統計: Average、Sum
このメトリクスは、バージョン 7.9 以降で使用できます。

ReplicaWriteRejected

最後の OpenSearch Service プロセスのスタートアップ以降のインデッ
クス作成のプレッシャーによりレプリカシャードで発生した拒否の合計
数。
関連するノードの統計: Maximum
関連するクラスターの統計: Average、Sum
このメトリクスは、バージョン 7.9 以降で使用できます。

UltraWarm メトリクス
Amazon OpenSearch Service は、以下の UltraWarm (p. 292) ノードのメトリクスを提供します。
メトリクス

説明

WarmCPUUtilization

クラスター内の UltraWarm ノードの CPU 使用率の割合。Maximum は、CPU
使用率が最も高いノードを示します。Average は、クラスター内のすべての
UltraWarm ノードを表します。このメトリクスは、個々の UltraWarm ノード
でも利用できます。
関連する統計: Maximum、Average

WarmFreeStorageSpaceウォームストレージの空き容量 (MiB)。UltraWarm は、接続されたディスクで
はなく Amazon S3 を使用するため、Sum は関連する唯一の統計情報です。
正確な値を取得するには、期間を 1 分のままにしておく必要があります。
関連する統計: Sum
クラスター内のすべてのウォームインデックスで検索可能なドキュメントの
WarmSearchableDocuments
合計数。正確な値を取得するには、期間を 1 分のままにしておく必要があり
ます。
関連する統計: Sum
WarmSearchLatency

検索オペレーションを完了するために UltraWarm ノードのシャードで必要な
平均時間 (ミリ秒)。
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関連するノードの統計: Average
関連するクラスターの統計: Average、Maximum

WarmSearchRate

UltraWarm ノードのすべてのシャードに対する 1 分あたりの検索リクエスト
の総数。_search API への 1 回の呼び出しに対して、さまざまなシャードか
ら結果が返される可能性があります。これらのシャードのうちの 5 つが 1 つ
のノードにある場合、クライアントが 1 つのリクエストしか行っていない場
合でも、ノードはこのメトリクスについて 5 を報告します。
関連するノードの統計: Average
関連するクラスターの統計: Average、Maximum、Sum

クラスターで使用中のウォームストレージスペースの合計容量 (MiB)。
WarmStorageSpaceUtilization
関連する統計: Maximum
クラスターで使用しているホットストレージの合計容量。
HotStorageSpaceUtilization
関連する統計: Maximum
使用中のウォームノードのメモリの割合。
WarmSysMemoryUtilization
関連する統計: Maximum
現在、ホットストレージからウォームトストレージへの移行を待機している
HotToWarmMigrationQueueSize
インデックスの数。
関連する統計: Maximum
現在、ウォームストレージからホットストレージへの移行を待機しているイ
WarmToHotMigrationQueueSize
ンデックスの数。
関連する統計: Maximum
失敗したホットからウォームへの移行の合計数。
HotToWarmMigrationFailureCount
関連する統計: Sum
移行プロセスの強制マージステージの平均レイテン
HotToWarmMigrationForceMergeLatency
シー。この段階が一貫して時間がかかりすぎる場合
は、index.ultrawarm.migration.force_merge.max_num_segments
を増やすことを検討してください。
関連する統計: Average
移行プロセスのスナップショットステージの平均レイテンシー。この段階が
HotToWarmMigrationSnapshotLatency
一貫して時間がかかりすぎる場合は、シャードが適切にサイズ設定され、ク
ラスター全体に分散されていることを確認します。
関連する統計: Average
ホットからウォームへの移行が成功した場合の平均レイテンシーで、キュー
HotToWarmMigrationProcessingLatency
に費やした時間を含まない。この値は、移行プロセスの強制マージ、スナッ
プショット、およびシャード再配置ステージを完了するのにかかる時間の合
計です。
関連する統計: Average
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ホットからウォームへの移行に成功した合計数。
HotToWarmMigrationSuccessCount
関連する統計: Sum
ホットからウォームへの移行が成功した場合の平均レイテンシーで、キュー
HotToWarmMigrationSuccessLatency
に費やされた時間を含む。
関連する統計: Average
UltraWarm 検索スレッドプールのサイズ。
WarmThreadpoolSearchThreads
関連するノードの統計: Maximum
関連するクラスターの統計: Average、Sum
UltraWarm 検索スレッドプールで拒否されたタスクの数。この数が増え続け
WarmThreadpoolSearchRejected
る場合は、UltraWarm ノードの追加を検討してください。
関連するノードの統計: Maximum
関連するクラスターの統計: Sum
UltraWarm 検索スレッドプールでキューに入っているタスクの数。キューの
WarmThreadpoolSearchQueue
サイズが一貫して大きい場合は、UltraWarm ノードの追加を検討してくださ
い。
関連するノードの統計: Maximum
関連するクラスターの統計: Sum、Maximum、Average
UltraWarm ノードで使用する Java ヒープの最大割合。
WarmJVMMemoryPressure
関連する統計: Maximum

Note
このメトリクスのロジックは、サービスソフトウェア R20220323 で
変更されました。詳細については、「リリースノート (p. 523)」を
参照してください。
UltraWarm ノードごとに「旧世代」で使用する Java ヒープの最大割合。
WarmOldGenJVMMemoryPressure
関連する統計: Maximum
「新世代」ガベージコレクションが UltraWarm ノードで実行された回数。実
WarmJVMGCYoungCollectionCount
行数が大量になり、かつ増え続けることは、通常のクラスター操作の一部で
す。
関連するノードの統計: Maximum
関連するクラスターの統計: Sum、Maximum、Average
クラスターで「新世代」ガベージコレクションの UltraWarm ノードでの実行
WarmJVMGCYoungCollectionTime
にかかった時間 (ミリ秒)。
関連するノードの統計: Maximum
関連するクラスターの統計: Sum、Maximum、Average
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「旧世代」ガベージコレクションが UltraWarm ノードで実行された回数。十
WarmJVMGCOldCollectionCount
分なリソースがあるクラスターでは、この回数は少ないままですが、まれに
増加します。
関連するノードの統計: Maximum
関連するクラスターの統計: Sum、Maximum、Average

コールドストレージのメトリクス
Amazon OpenSearch Service は、以下のコールドストレージ (p. 301)のメトリクスを提供します。
メトリクス

説明

ColdStorageSpaceUtilizationクラスターで使用しているコールドストレージの合計容量 (MiB)。
関連する統計: Max
コールドからウォームへの移行に失敗した移行の合計数。
ColdToWarmMigrationFailureCount
関連する統計: Sum
ColdToWarmMigrationLatency コールドからウォームへの移行が正常に完了するまでの時間。
関連する統計: Average
現在、コールドストレージからウォームストレージへの移行を待機
ColdToWarmMigrationQueueSize
しているインデックスの数。
関連する統計: Maximum
コールドからウォームへの移行に成功した合計数。
ColdToWarmMigrationSuccessCount
関連する統計: Sum
ウォームからコールドへの移行に失敗した合計数。
WarmToColdMigrationFailureCount
関連する統計: Sum
WarmToColdMigrationLatency ウォームからコールドへの移行が正常に完了するまでの時間。
関連する統計: Average
現在、ウォームストレージからコールドストレージへの移行を待機
WarmToColdMigrationQueueSize
しているインデックスの数。
関連する統計: Maximum
ウォームからコールドへの移行に成功した合計数。
WarmToColdMigrationSuccessCount
関連する統計: Sum

アラートメトリクス
Amazon OpenSearch Service は、以下のアラート (p. 336)のメトリクスを提供します。
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AlertingDegraded

値 1 は、アラートインデックスが赤であるか、1 つ以上のノードがスケ
ジュールどおりでないことを意味します。値 0 は正常な動作を示します。
関連する統計: Maximum

AlertingIndexExists 値 1 は、.opensearch-alerting-config インデックスが存在することを
意味します。値 0 は、そのインデックスが存在しないことを意味します。ア
ラート機能を初めて使用するまで、この値は 0 のままです。
関連する統計: Maximum
インデックスのヘルス。値 1 は、緑を意味します。値 0 は、インデックスが
AlertingIndexStatus.green
存在しないか、緑ではないことを意味します。
関連する統計: Maximum
インデックスのヘルス。値 1 は、赤を意味します。値 0 は、インデックスが
AlertingIndexStatus.red
存在しないか、赤でないことを意味します。
関連する統計: Maximum
インデックスのヘルス。値 1 は、黄色を意味します。値 0 は、インデックス
AlertingIndexStatus.yellow
が存在しないか、黄色でないことを意味します。
関連する統計: Maximum
値 1 は、一部のジョブがスケジュールどおりに実行されていないことを意味
AlertingNodesNotOnSchedule
します。値 0 は、すべてのアラートジョブがスケジュールどおりに実行され
ていることを意味します (またはアラートジョブが存在しないことを意味し
ます)。OpenSearch Service コンソールを確認するか、_nodes/stats リク
エストを行って、リソースの使用率が高いノードがあるかどうかを確認しま
す。
関連する統計: Maximum
値 1 は、すべてのアラートジョブがスケジュールどおりに実行されているこ
AlertingNodesOnSchedule
とを意味します (またはアラートジョブが存在しないことを意味します)。値 0
は、一部のジョブがスケジュールどおりに実行されていないことを意味しま
す。
関連する統計: Maximum
AlertingScheduledJobEnabled
値 1 は、opensearch.scheduled_jobs.enabled クラスター設定が true
であることを意味します。値 0 は、その設定が false であり、スケジュールさ
れたジョブが無効であることを意味します。
関連する統計: Maximum

異常検出のメトリクス
Amazon OpenSearch Service は、以下の異常検出 (p. 339)のメトリクスを提供します。
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ADPluginUnhealthy

値 1 は、異常検出プラグインが正しく動作していないことを意味します。こ
れは、障害の数が多いか、使用しているインデックスの 1 つが赤の状態であ
るためです。値 0 は、プラグインが想定どおりに動作していることを示しま
す。
関連する統計: Maximum

異常検出のリクエストの数。
ADExecuteRequestCount
関連する統計: Sum
異常検出に失敗したリクエストの数。
ADExecuteFailureCount
関連する統計: Sum
高基数ディテクターの異常検出に失敗したリクエストの数。
ADHCExecuteFailureCount
関連する統計: Sum
高基数ディテクターの異常検出のリクエストの数。
ADHCExecuteRequestCount
関連する統計: Sum
ADAnomalyResultsIndexStatusIndexExists
値 1 は、.opensearch-anomaly-results エイリアスが指すインデックス
が存在することを意味します。異常検出を初めて使用するまで、この値は 0
のままです。
関連する統計: Maximum
ADAnomalyResultsIndexStatus.red
値 1 は、 .opensearch-anomaly-results エイリアスが指すインデック
スが赤の状態であることを意味します。値 0 は、そうでないことを意味しま
す。異常検出を初めて使用するまで、この値は 0 のままです。
関連する統計: Maximum
ADAnomalyDetectorsIndexStatusIndexExists
値 1 は、.opensearch-anomaly-detectors インデックスが存在するこ
とを意味します。値 0 は、そのインデックスが存在しないことを意味しま
す。異常検出を初めて使用するまで、この値は 0 のままです。
関連する統計: Maximum
ADAnomalyDetectorsIndexStatus.red
値 1 は、.opensearch-anomaly-detectors インデックスが赤の状態で
あることを意味します。値 0 は、そうでないことを意味します。異常検出を
初めて使用するまで、この値は 0 のままです。
関連する統計: Maximum
ADModelsCheckpointIndexStatusIndexExists
値 1 は、.opensearch-anomaly-checkpoints インデックスが存在する
ことを意味します。値 0 は、そのインデックスが存在しないことを意味しま
す。異常検出を初めて使用するまで、この値は 0 のままです。
関連する統計: Maximum
ADModelsCheckpointIndexStatus.red
値 1 は、.opensearch-anomaly-checkpoints インデックスが赤の状態
であることを意味します。値 0 は、そうでないことを意味します。異常検出
を初めて使用するまで、この値は 0 のままです。
関連する統計: Maximum
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非同期検索メトリクス
Amazon OpenSearch Service は、以下の非同期検索 (p. 282)のメトリクスを提供します。
非同期検索コーディネーターノードの統計 (コーディネーターノードあたり)
メトリクス

説明

過去 1 分間に送信された非同期検索の数。
AsynchronousSearchSubmissionRate
過去 1 分間に初期化された非同期検索の数。
AsynchronousSearchInitializedRate
現在実行中の非同期検索の数。
AsynchronousSearchRunningCurrent
過去 1 分間に正常に完了した非同期検索の数。
AsynchronousSearchCompletionRate
過去 1 分間に完了し、失敗した非同期検索の数。
AsynchronousSearchFailureRate
過去 1 分間に持続した非同期検索の数。
AsynchronousSearchPersistRate
過去 1 分間に持続できなかった非同期検索の数。
AsynchronousSearchPersistFailedRate
ノードの稼働時間以降に拒否された非同期検索の合計数。
AsynchronousSearchRejected
ノードの稼働時間以降にキャンセルされた非同期検索の合計数。
AsynchronousSearchCancelled
過去 1 分間にノードで実行されている非同期検索の最長時間。
AsynchronousSearchMaxRunningTime
非同期検索クラスター統計
メトリクス

説明

過去 1 分間に持続したインデックス (赤/赤以外) 内のストアのヘルス。
AsynchronousSearchStoreHealth
過去 1 分間のすべてのシャードのシステムインデックスのサイズ。
AsynchronousSearchStoreSize
過去 1 分間にシステムインデックスに保存されたレスポンスの数。
AsynchronousSearchStoredResponseCount

SQL メトリクス
Amazon OpenSearch Service は、以下の SQL サポート (p. 251)のメトリクスを提供します。
メトリクス

説明

SQLFailedRequestCountByCusErr
クライアントの問題により失敗した _sql API へのリクエストの数。例え
ば、IndexNotFoundException により、リクエストが HTTP ステータス
コード 400 を返す場合があります。
関連する統計: Sum
SQLFailedRequestCountBySysErr
サーバーの問題または機能の制限により失敗した _sql API へのリクエスト
の数。例えば、VerificationException により、リクエストが HTTP ス
テータスコード 503 を返す場合があります。
関連する統計: Sum
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メトリクス

説明

SQLRequestCount

_sql API へのリクエストの数。
関連する統計: Sum

SQLDefaultCursorRequestCount
SQLRequestCount に似ていますが、カウント対象はページ分割リクエス
トのみです。
関連する統計: Sum
SQLUnhealthy

値 1 は、特定のリクエストへのレスポンスで、SQL プラグインが 5xx レス
ポンスコードを返すか、無効なクエリ DSL を OpenSearch に渡すことを示
します。他のリクエストは引き続き成功します。値 0 は、最近の障害がな
いことを示します。値 1 が持続して表示される場合、クライアントがプラ
グインに対して行っているリクエストのトラブルシューティングを行いま
す。
関連する統計: Maximum

k-NN メトリクス
Amazon OpenSearch Service は、以下の k 最近傍 (k-NN (p. 254)) プラグインのメトリクスを提供しま
す。
メトリクス

説明

KNNCacheCapacityReached

キャッシュ容量に達したかどうかのノード単位のメトリクス。この
メトリクスは、おおよその k-NN 検索にのみ関係します。
関連する統計: Maximum

KNNCircuitBreakerTriggered サーキットブレーカーがトリガーされるかどうかのクラスタ単位の
メトリクス。KNNCacheCapacityReached についていずれかの
ノードが 1 の値を返す場合、この値も 1 を返します。このメトリク
スは、おおよその k-NN 検索にのみ関係します。
関連する統計: Maximum
KNNEvictionCount

メモリ制約またはアイドル時間のためにキャッシュから削除された
グラフ数のノード単位のメトリクス。インデックスの削除のために
発生した明示的な削除はカウントされません。このメトリクスは、
おおよその k-NN 検索にのみ関係します。
関連する統計: Sum

KNNGraphIndexErrors

ドキュメントの knn_vector フィールドを、エラーを生成したグラ
フに追加するリクエストの数のノードごとのメトリクス。
関連する統計: Sum

KNNGraphIndexRequests

ドキュメントの knn_vector フィールドを、グラフに追加するリク
エストの数のノードごとのメトリクス。
関連する統計: Sum
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メトリクス

説明

KNNGraphMemoryUsage

現在のキャッシュサイズ (メモリー内のすべてのグラフの合計サイ
ズ) のノードごとのメトリクス (KB)。このメトリクスは、おおよそ
の k-NN 検索にのみ関係します。
関連する統計: Average

KNNGraphQueryErrors

エラーを生成したグラフクエリの数のノード単位のメトリクス。
関連する統計: Sum

KNNGraphQueryRequests

グラフクエリの数のノード単位のメトリクス。
関連する統計: Sum

KNNHitCount

キャッシュヒットの数のノード単位のメトリクス。ユーザーがす
でにメモリにロードされているグラフのクエリを行ったときに、
キャッシュヒットが発生します。このメトリクスは、おおよその kNN 検索にのみ関係します。
関連する統計: Sum

KNNLoadExceptionCount

グラフをキャッシュにロードしようとしたときに例外が発生した回
数のノード単位のメトリクス。このメトリクスは、おおよその k-NN
検索にのみ関係します。
関連する統計: Sum

KNNLoadSuccessCount

プラグインがグラフをキャッシュに正常にロードした回数のノード
単位のメトリクス。このメトリクスは、おおよその k-NN 検索にの
み関係します。
関連する統計: Sum

KNNMissCount

キャッシュミスの数のノード単位のメトリクス。ユーザーがまだメ
モリにロードされていないグラフのクエリを行ったときに、キャッ
シュミスが発生します。このメトリクスは、おおよその k-NN 検索
にのみ関係します。
関連する統計: Sum

KNNQueryRequests

k-NN プラグインが受信したクエリリクエストの数のノード単位のメ
トリクス。
関連する統計: Sum

KNNScriptCompilationErrors スクリプトのコンパイル中のエラーの数のノード単位のメトリク
ス。この統計は、k-NN スコアスクリプト検索にのみ関係します。
関連する統計: Sum
KNNScriptCompilations

k-NN スクリプトがコンパイルされた回数のノードごとのメトリク
ス。通常、この値は 1 または 0 であるはずですが、コンパイルされ
たスクリプトを含むキャッシュがいっぱいになると、k-NN スクリプ
トが再コンパイルされる可能性があります。この統計は、k-NN スコ
アスクリプト検索にのみ関係します。
関連する統計: Sum
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メトリクス

説明

KNNScriptQueryErrors

スクリプトクエリ中のエラーの数のノード単位のメトリクス。この
統計は、k-NN スコアスクリプト検索にのみ関係します。
関連する統計: Sum
スクリプトクエリの合計数のノード単位のメトリクス。この統計
は、k-NN スコアスクリプト検索にのみ関係します。

KNNScriptQueryRequests

関連する統計: Sum
k-NN がグラフをキャッシュにロードするのにかかった時間 (ナノ
秒)。このメトリクスは、おおよその k-NN 検索にのみ関係します。

KNNTotalLoadTime

関連する統計: Sum

クラスター間検索のメトリクス
Amazon OpenSearch Service は、以下のクラスター間検索 (p. 256)のメトリクスを提供します。
ソースドメインのメトリクス
メトリクス

ディメン
ション

説明

接続されたノードの数。スキップされたドメインが 1 つ以上レス
CrossClusterOutboundConnections
ConnectionId
ポンスに含まれている場合は、このメトリクスを使用して異常な
接続を追跡します。この数が 0 になった場合、その接続は正常で
はありません。
ターゲットドメインに送信された検索リクエストの数。ドメイン
CrossClusterOutboundRequests
ConnectionId
でクラスター間検索リクエストが過負荷になっているかどうかを
確認し、このメトリクスのスパイクと JVM/CPU スパイクの関連
性を探るために使用します。
ターゲットドメインのメトリクス
メトリクス

ディメン
ション

説明

ソースドメインから受信した着信接続リクエストの数。
CrossClusterInboundRequests
ConnectionId
予期せず接続が切断された場合に CloudWatch アラームを追加します。アラームを作成する手順について
は、「静的しきい値に基づいて CloudWatch アラームを作成する」を参照してください。

クラスター間レプリケーションメトリクス
Amazon OpenSearch Service は、以下のクラスター間レプリケーション (p. 323)のメトリクスを提供し
ます。
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メトリクス

説明

ReplicationRate

1 秒あたりのレプリケーションオペレーションの平均率。このメトリクスは
IndexingRate メトリクスに似ています。

LeaderCheckPoint

特定の接続については、すべてのレプリケートインデックスにおけるリー
ダーチェックポイントの合計値。このメトリクスを使用して、レプリケー
ションのレイテンシーを測定できます。

FollowerCheckPoint

特定の接続については、すべてのレプリケートインデックスにおけるフォ
ロワーチェックポイントの合計値。このメトリクスを使用して、レプリケー
ションのレイテンシーを測定できます。

ReplicationNumSyncingIndices
SYNCING のレプリケーションステータスを持つインデックスの数。
ReplicationNumBootstrappingIndices
BOOTSTRAPPING のレプリケーションステータスを持つインデックスの
数。
ReplicationNumPausedIndices
PAUSED のレプリケーションステータスを持つインデックスの数。
ReplicationNumFailedIndices
FAILED のレプリケーションステータスを持つインデックスの数。
特定の接続のレプリケーションルールによって正常に作成されたフォロワー
AutoFollowNumSuccessStartReplication
インデックスの数。
一致するパターンがあったときにレプリケーションルールによって作成され
AutoFollowNumFailedStartReplication
なかったフォロワーインデックスの数。この問題は、リモートクラスターの
ネットワーク上の問題、またはセキュリティ上の問題 (すなわち、関連付け
られているロールにレプリケーションを開始する許可がない) が原因となっ
て発生する可能性があります。
新しいデータをプルするための、フォロワーインデックスからリーダーイン
AutoFollowLeaderCallFailure
デックスへのクエリが失敗したかどうか。1 の値は、直前の 1 分間に 1 つ
以上の失敗した呼び出しがあったことを意味します。

Learning to Rank のメトリクス
Amazon OpenSearch Service は、以下の Learning to Rank (p. 263) のメトリクスを提供します。
メトリクス

説明

LTRRequestTotalCount ランク付けリクエストの合計数。
LTRRequestErrorCount 失敗したリクエストの合計数。
LTRStatus.red

プラグインの実行に必要なインデックスの 1 つが赤であるかどうかを追跡
します。

LTRMemoryUsage

プラグインで使用されるメモリの合計。

Learning to Rank 機能フィールドで使用されるメモリの量 (バイト単位)。
LTRFeatureMemoryUsageInBytes
すべての Learning to Rank 機能セットで使用されるメモリの量 (バイト単
LTRFeaturesetMemoryUsageInBytes
位)。
すべての Learning to Rank モデルで使用されるメモリの量 (バイト単位)。
LTRModelMemoryUsageInBytes
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Piped Processing Language のメトリクス
Amazon OpenSearch Service は、以下の Piped Processing Language (p. 352) のメトリクスを提供しま
す。
メトリクス

説明

PPLFailedRequestCountByCusErr
クライアントの問題により失敗した _ppl API へのリクエストの数。例え
ば、IndexNotFoundException により、リクエストが HTTP ステータス
コード 400 を返す場合があります。
PPLFailedRequestCountBySysErr
サーバーの問題または機能の制限により失敗した _ppl API へのリクエスト
の数。例えば、VerificationException により、リクエストが HTTP ス
テータスコード 503 を返す場合があります。
PPLRequestCount

_ppl API へのリクエストの数。

Amazon CloudWatch Logs を用いて OpenSearch
ログをモニタリングする
Amazon OpenSearch Service は、Amazon CloudWatch Logs を通じて以下の OpenSearch ログを公開し
ます。
• エラーログ
• 検索スローログ
• インデックス作成スローログ
• 監査ログ (p. 101)
検索スローログ、インデックス作成スローログ、およびエラーログは、パフォーマンスと安定性の問
題のトラブルシューティングに役立ちます。監査ログは、コンプライアンスの目的でユーザーのアク
ティビティを追跡します。すべてのログはデフォルトで無効になっています。有効にすると、標準の
CloudWatch 料金が適用されます。

Note
エラーログは、OpenSearch および Elasticsearch バージョン 5.1 以降のでのみ利用できます。ス
ローログは、すべてのバージョンの OpenSearch および Elasticsearch で利用できます。
ログについては、OpenSearch は、Apache Log4j 2 とその組み込みログレベル (昇順) の
TRACE、DEBUG、INFO、WARN、ERROR、および FATAL を使用します。
エラーログを有効にすると、OpenSearch Service によって、WARN、ERROR、および FATAL のログ行が
CloudWatch に発行されます。OpenSearch サービスは、DEBUG レベルからのいくつかの例外も公開し、
それには以下が含まれます。
• org.opensearch.index.mapper.MapperParsingException
• org.opensearch.index.query.QueryShardException
• org.opensearch.action.search.SearchPhaseExecutionException
• org.opensearch.common.util.concurrent.OpenSearchRejectedExecutionException
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• java.lang.IllegalArgumentException
以下のように、エラーログは多くの状況でトラブルシューティングに役立ちます。
• Painless スクリプトのコンパイルの問題
• 無効なクエリ
• インデックス作成の問題
• スナップショットの失敗
• Index State Management の移行の失敗

ログ発行を有効にする (コンソール)
CloudWatch へのログの発行を有効にするには、OpenSearch Service コンソールを使用する方法が最も簡
単です。

CloudWatch へのログの発行を有効にするには (コンソール)
1.

https://aws.amazon.com にアクセスし、[コンソールにサインイン] を選択します。

2.

[分析] の下で、[Amazon OpenSearch Service] を選択します。

3.

更新するドメインを選択します。

4.

[ログ] タブで、ログタイプを選択し、[有効化] を選択します。

5.

新しい CloudWatch ロググループを作成するか、既存のロググループを選択します。

Note
複数のログを有効にする場合は、各ログを個別にロググループに発行することをお勧めしま
す。分離することで、ログをスキャンしやすくなります。
6.

適切なアクセス権限を含むアクセスポリシーを選択するか、コンソールに用意された JSON を使用し
てポリシーを作成します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "es.amazonaws.com"
},
"Action": [
"logs:PutLogEvents",
"logs:CreateLogStream"
],
"Resource": "cw_log_group_arn:*"
}
]

Confused Deputy Problem (混乱した代理の問題) から自分を守るために、aws:SourceAccount およ
び aws:SourceArn の条件キーをポリシーに追加することをお勧めします。ソースアカウントはドメ
インの所有者であり、ソース ARN はドメインの ARN です。これらの条件キーを追加するには、ドメ
インがサービスソフトウェア R20211203 以降にある必要があります。
例えば、次の条件ブロックをポリシーに追加できます。
"Condition": {
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}

"StringEquals": {
"aws:SourceAccount": "account-id"
},
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": "arn:aws:es:region:account-id:domain/domain-name"
}

Important
CloudWatch Logs では、リージョンごとに 10 個のリソースポリシーがサポートされます。
複数の OpenSearch Service ドメインでログを有効にする場合は、この制限に達しないよう
に、複数のロググループを含む広範囲のポリシーを作成して再利用します。ポリシーを更新
する手順については、「the section called “ログ発行の有効化 (AWS CLI)” (p. 97)」を参照
してください。
7.

[有効] を選択します。
ドメインのステータスが [アクティブ] から [処理中] に変わります。ステータスは、ログの発行が有効
になる前に [アクティブ] に戻る必要があります。この変更には通常 30 分かかりますが、ドメイン設
定によってはさらに時間がかかる場合があります。

スローログのいずれかを有効にしている場合は、「the section called “スローログの OpenSearch ログしき
い値を設定する” (p. 100)」を参照してください。監査ログを有効にした場合は、「the section called “ス
テップ 2: OpenSearch Dashboards で、監査ログを有効にする” (p. 102)」を参照してください。エラー
ログのみ有効にしている場合は、追加のステップを行う必要はありません。

ログ発行の有効化 (AWS CLI)
ログの発行を有効にする前に、CloudWatch ロググループが必要です。まだロググループがない場合は、
次のコマンドを使用して作成できます。
aws logs create-log-group --log-group-name my-log-group

次のコマンドを入力してロググループの ARN を検索し、それを書き留めます。
aws logs describe-log-groups --log-group-name my-log-group

これで、このロググループに書き込むための許可を OpenSearch Service に付与できます。ロググループ
の末尾に近い位置にロググループの ARN を指定する必要があります。
aws logs put-resource-policy \
--policy-name my-policy \
--policy-document '{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [{ "Sid": "",
"Effect": "Allow", "Principal": { "Service": "es.amazonaws.com"}, "Action":
[ "logs:PutLogEvents","logs:CreateLogStream"],"Resource": "cw_log_group_arn:*"}]}'

Important
CloudWatch Logs では、リージョンごとに 10 個のリソースポリシーがサポートされます。複数
の OpenSearch Service ドメインでスローログを有効にする場合は、複数のロググループが含ま
れている適用範囲のより広いポリシーを作成して再利用し、この制限に達しないようにします。
後でこのポリシーを確認する必要がある場合は、aws logs describe-resource-policies コマ
ンドを使用します。ポリシーを更新するには、新しいポリシードキュメントで同じ aws logs putresource-policy コマンドを実行します。
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最後に、--log-publishing-options オプションを使用して発行を有効化できます。オプションの構
文は、create-domain コマンドと update-domain-config コマンドのどちらでも同じです。
パラメータ

有効な値

--log-publishingoptions

SEARCH_SLOW_LOGS={CloudWatchLogsLogGroupArn=cw_log_group_arn,Enab
false}

INDEX_SLOW_LOGS={CloudWatchLogsLogGroupArn=cw_log_group_arn,Enabl
false}

ES_APPLICATION_LOGS={CloudWatchLogsLogGroupArn=cw_log_group_arn,E
false}

AUDIT_LOGS={CloudWatchLogsLogGroupArn=cw_log_group_arn,Enabled=tr
false}

Note
複数のログを有効にする場合は、各ログを個別にロググループに発行することをお勧めします。
分離することで、ログをスキャンしやすくなります。
例
次の例では、指定されたドメインに対して検索およびインデックス作成のスローログの発行を有効にしま
す。
aws opensearch update-domain-config \
--domain-name my-domain \
--log-publishing-options "SEARCH_SLOW_LOGS={CloudWatchLogsLogGroupArn=arn:aws:logs:useast-1:123456789012:log-group:my-loggroup,Enabled=true},INDEX_SLOW_LOGS={CloudWatchLogsLogGroupArn=arn:aws:logs:useast-1:123456789012:log-group:my-other-log-group,Enabled=true}"

CloudWatch への発行を無効にするには、Enabled=false を使用して同じコマンドを実行します。
スローログのいずれかを有効にしている場合は、「the section called “スローログの OpenSearch ログしき
い値を設定する” (p. 100)」を参照してください。監査ログを有効にした場合は、「the section called “ス
テップ 2: OpenSearch Dashboards で、監査ログを有効にする” (p. 102)」を参照してください。エラー
ログのみ有効にしている場合は、追加のステップを行う必要はありません。

ログ発行の有効化 (AWS SDK)
ログの発行を有効にする前に、CloudWatch ロググループを作成してその ARN を取得し、そのロググルー
プに書き込むための許可を OpenSearch Service に付与する必要があります。関連するオペレーションは
Amazon CloudWatch Logs API リファレンスに記載されています。
• CreateLogGroup
• DescribeLogGroup
• PutResourcePolicy
これらのオペレーションには、AWS SDK を使用してアクセスできます。
AWS SDK (Android および iOS SDK を除く) は、CreateDomain および UpdateDomainConfig の -log-publishing-options オプションを含む、「Amazon OpenSearch Service API リファレンス」で
定義されているすべてのオペレーションをサポートします。
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スローログのいずれかを有効にしている場合は、「the section called “スローログの OpenSearch ログしき
い値を設定する” (p. 100)」を参照してください。エラーログのみ有効にしている場合は、追加のステッ
プを行う必要はありません。

ログの発行を有効にする（CloudFormation）
この例では、CloudFormation を使用して opensearch-logs というロググループを作成し、適切な許可
を割り当ててから、アプリケーションログ、検索スローログ、およびインデックス作成スローログのため
にログの発行が有効化されたドメインを作成します。
ログの公開を有効化する前に、CloudWatch ロググループを作成する必要があります。
Resources:
OpenSearchLogGroup:
Type: AWS::Logs::LogGroup
Properties:
LogGroupName: opensearch-logs
Outputs:
Arn:
Value:
'Fn::GetAtt':
- OpenSearchLogGroup
- Arn

テンプレートは、ロググループの ARN を出力します。この場合、ARNは arn:aws:logs:useast-1:123456789012:log-group:opensearch-logs です。
ARN を使用して、OpenSearch Service にロググループに書き込むための許可を付与するリソースポリ
シーを作成します。
Resources:
OpenSearchLogPolicy:
Type: AWS::Logs::ResourcePolicy
Properties:
PolicyName: my-policy
PolicyDocument: "{ \"Version\": \"2012-10-17\", \"Statement\": [{ \"Sid\": \"\",
\"Effect\": \"Allow\", \"Principal\": { \"Service\": \"es.amazonaws.com\"}, \"Action
\":[ \"logs:PutLogEvents\",\"logs:CreateLogStream\"],\"Resource\": \"arn:aws:logs:useast-1:123456789012:log-group:opensearch-logs:*\"}]}"

最後に、有効にされたログの発行を用いて OpenSearch Service ドメインを生成する次の CloudFormation
スタックを作成します。アクセスポリシーは、すべてのHTTPリクエストをドメインに送信するための
AWS アカウント をルートユーザーに許可します。
Resources:
OpenSearchServiceDomain:
Type: "AWS::OpenSearchService::Domain"
Properties:
DomainName: my-domain
EngineVersion: "OpenSearch_1.0"
ClusterConfig:
InstanceCount: 2
InstanceType: "r6g.xlarge.search"
DedicatedMasterEnabled: true
DedicatedMasterCount: 3
DedicatedMasterType: "r6g.xlarge.search"
EBSOptions:
EBSEnabled: true
VolumeSize: 10
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VolumeType: "gp2"
AccessPolicies:
Version: "2012-10-17"
Statement:
Effect: "Allow"
Principal:
AWS: "arn:aws:iam::123456789012:user/es-user"
Action: "es:*"
Resource: "arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/my-domain/*"
LogPublishingOptions:
ES_APPLICATION_LOGS:
CloudWatchLogsLogGroupArn: "arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:loggroup:opensearch-logs"
Enabled: true
SEARCH_SLOW_LOGS:
CloudWatchLogsLogGroupArn: "arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:loggroup:opensearch-logs"
Enabled: true
INDEX_SLOW_LOGS:
CloudWatchLogsLogGroupArn: "arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:loggroup:opensearch-logs"
Enabled: true

構文の詳細については、AWS CloudFormation ユーザーガイドの「ログの発行オプション」を参照してく
ださい。

スローログの OpenSearch ログしきい値を設定する
OpenSearch では、デフォルトでスローログが無効になっています。CloudWatch へのスローログの発
行を有効にしたら、さらに OpenSearch インデックスごとにログしきい値を指定する必要があります。こ
れらのしきい値は、ログに記録する内容とログレベルを正確に定義します。
これらの設定は、OpenSearch REST API を使用して指定します。
PUT domain-endpoint/index/_settings
{
"index.search.slowlog.threshold.query.warn": "5s",
"index.search.slowlog.threshold.query.info": "2s"
}

スローログの正常な発行をテストするには、極度に低い値から開始してログが CloudWatch に表示される
ことを確認し、その後、しきい値をより有用なレベルに高めていきます。
ログが表示されない場合は、以下を確認してください。
• CloudWatch ロググループが存在しているかどうか? CloudWatch コンソールを確認します。
• ロググループに書き込むための許可が OpenSearch Service にあるかどうか? OpenSearch Service コン
ソールを確認します。
• OpenSearch Service ドメインはロググループに発行するように設定されているかどうか? OpenSearch
Service コンソールを確認するか、AWS CLI describe-domain-config オプションを使用するか、い
ずれかの SDK を使用して DescribeDomainConfig を呼び出します。
• OpenSearch ログしきい値が低くてリクエストが超過していないかどうか? インデックスのしきい値を
確認するには、次のコマンドを使用します。
GET domain-endpoint/index/_settings?pretty

インデックスのスローログを無効にする場合は、変更したしきい値をデフォルト値の -1 に戻します。
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OpenSearch Service コンソールまたは AWS CLI を使用して CloudWatch への発行を無効にして
も、OpenSearch でのログ生成は停止されません。これらのログの発行が停止されるだけです。スローロ
グが不要になった場合は、インデックスの設定を確認してください。

ログの表示
CloudWatchでアプリケーションとスローログを表示する方法は、その他の CloudWatch ログを表示する方
法と同じです。詳細については、Amazon CloudWatch Logs ユーザーガイドの「ログデータの表示」を参
照してください。
ログを表示する際の考慮事項は以下のとおりです。
• OpenSearch Service は、各行の最初の 255,000 文字のみを CloudWatch に発行します。残りのコンテ
ンツは切り捨てられます。監査ログの場合、それはメッセージあたり 10,000 文字です。
• CloudWatch では、ログの内容を識別しやすいようにログストリーム名のサフィックスとして -indexslow-logs、-search-slow-logs、-application-logs、および -audit-logs が使用されま
す。

Amazon OpenSearch Service での監査ログのモニ
タリング
Amazon OpenSearch Service ドメインできめ細かなアクセスコントロールを使用する場合、データ
の監査ログを有効にすることができます。監査ログは高度にカスタマイズ可能で、認証の成功と失
敗、OpenSearch へのリクエスト、インデックスの変更、受信検索クエリなど、OpenSearch クラスター
でのユーザーアクティビティを追跡できます。デフォルトの設定では、一般的な一連のユーザーアクショ
ンが追跡されますが、正確なニーズに合わせて設定を調整することをお勧めします。
OpenSearch アプリケーションログおよびスローログ (p. 95)のように、OpenSearch Service は
CloudWatch Logs に監査ログを発行します。有効にすると、標準の CloudWatch 料金が適用されます。

Note
監査ログを有効にするには、ユーザーロールが security_manager ロールにマッピングされる
必要があり、これにより、OpenSearch plugins/_security REST APIへのアクセス権が提供
されます。詳細については、「the section called “マスターユーザーの変更” (p. 164)」を参照し
てください。

制約事項
監査ログには以下の制限事項があります。
• 監査ログには、送信先のドメインアクセスポリシーによって拒否されたクロスクラスター検索リクエス
トは含まれません。
• 各監査ログメッセージの最大サイズは 10,000 文字です。この制限を超えると、監査ログメッセージが
切り捨てられます。

監査ログ記録の有効化
監査ログの有効化は、2 段階のプロセスです。まず、CloudWatch Logs に CloudWatch Logs に監査ログを
発行するようにドメインを設定します。次に、OpenSearch Dashboards で監査ログを有効にして、ニーズ
を満たすように監査ログを設定します。
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Important
これらの手順の実行中にエラーが発生した場合、トラブルシューティング情報については、the
section called “監査ログを有効にできない” (p. 455) を参照してください。

ステップ 1: 監査ログを有効にし、アクセスポリシーを設定する
次の手順では、コンソールを使用して監査ログを有効にする方法について説明します。または、AWS CLI
を使用して有効にする (p. 103)か、configuration API (p. 103) を使用して有効にします。

OpenSearch Service ドメインの監査ログを有効にするには (コンソール)
1.

ドメインを選択して設定を開き、[ログ] タブに移動します。

2.

[監査ログ] を選択してから、[有効化] を選択します。

3.

CloudWatch ロググループを作成するか、既存のロググループを選択します。

4.

適切なアクセス権限を含むアクセスポリシーを選択するか、コンソールに用意された JSON を使用し
てポリシーを作成します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "es.amazonaws.com"
},
"Action": [
"logs:PutLogEvents",
"logs:CreateLogStream"
],
"Resource": "cw_log_group_arn"
}
]

Confused Deputy Problem (混乱した代理の問題) から自分を守るために、aws:SourceAccount およ
び aws:SourceArn の条件キーをポリシーに追加することをお勧めします。ソースアカウントはドメ
インの所有者であり、ソース ARN はドメインの ARN です。これらの条件キーを追加するには、ドメ
インがサービスソフトウェア R20211203 以降にある必要があります。
例えば、次の条件ブロックをポリシーに追加できます。
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:SourceAccount": "account-id"
},
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": "arn:aws:es:region:account-id:domain/domain-name"
}
}

5.

[Enable] (有効化) を選択します。

ステップ 2: OpenSearch Dashboards で、監査ログを有効にする
OpenSearch Service コンソールで監査ログを有効にした後、OpenSearch Dashboards でも有効にして、
ニーズを満たすように設定する必要があります。
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1.

OpenSearch Dashboards を開き、左側のサイドメニューから [セキュリティ] を選択します。

2.

[監査ログ] を選択します。

3.

[監査ログ作成を有効にする] を選択します。

Dashboards UI には、[全般設定] および [コンプライアンス設定] の下で、監査ログの設定の完全なコント
ロールが用意されています。すべての設定オプションの説明については、「監査ログの設定 (p. 105)」を
参照してください。

AWS CLI を使用して、監査ログを有効にする
次の AWS CLI コマンドは、既存のドメインで監査ログを有効にします。
aws opensearch update-domain-config --domain-name my-domain --log-publishing-options
"AUDIT_LOGS={CloudWatchLogsLogGroupArn=arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-group:mylog-group,Enabled=true}"

ドメインを作成するときに、監査ログを有効にすることもできます。詳細については、「AWS CLI コマン
ドのリファレンス」を参照してください。

設定 API を使用して監査ログを有効にする
次の設定 API へのリクエストにより、既存のドメインで監査ログが有効になります。
POST https://es.us-east-1.amazonaws.com/2021-01-01/opensearch/domain/my-domain/config
{
"LogPublishingOptions": {
"AUDIT_LOGS": {
"CloudWatchLogsLogGroupArn":"arn:aws:logs:us-east-1:123456789012:log-group1:sampledomain",
"Enabled":true|false
}
}
}

詳細については、「Amazon OpenSearch Service API リファレンス」を参照してください。

監査ログのレイヤーとカテゴリ
クラスターコミュニケーションは、2 つの別々のレイヤーを介して行われます: RESTレイヤーとトランス
ポートレイヤー。
• RESTレイヤーは、カール、Logstash、OpenSearch Dashboards、Java 高レベル REST クライアン
ト (p. 197)、Python リクエストライブラリなどの、HTTP クライアントとのコミュニケーションを対
象としており、これらはすべてクラスターに到達する HTTP リクエストです。
• トランスポートレイヤーは、ノード間のコミュニケーションを対象としています。例えば、検索リクエ
ストが（REST レイヤーを介して）クラスターに到着した後、リクエストを処理する調整ノードは、ク
エリを他のノードに送信し、そのレスポンスを受け取り、必要なドキュメントを収集し、それらを最終
的なレスポンスと照合します。シャード割り当てや再分散などのオペレーションは、トランスポートレ
イヤーでも実行されます。
レイヤー全体の監査ログと、レイヤーの個々の監査カテゴリを有効または無効にできます。次の表に、監
査カテゴリの概要と、監査カテゴリが使用可能なレイヤーを示します。
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カテゴリ

説明

REST で
利用可能

トランスポートで利用可能

FAILED_LOGIN

リクエストに無効な資格情
報が含まれ、認証に失敗し
ました。

はい

はい

MISSING_PRIVILEGES

ユーザーには、リクエスト
を行う権限がありませんで
した。

はい

はい

GRANTED_PRIVILEGES

ユーザーには、リクエスト
を行う権限がありました。

はい

はい

OPENSEARCH_SECURITY_INDEX_ATTEMPT
リクエストが
.opendistro_security
インデックスを修正しよう
としました。

いいえ

はい

AUTHENTICATED

リクエストに有効な認証情
報が含まれ、認証に成功し
ました。

はい

はい

INDEX_EVENT

リクエストは、インデッ
クスの作成、エイリアス
の設定、強制マージの実行
など、インデックスの管理
オペレーションを実行しま
した。このカテゴリに含ま
れる indices:admin/ ア
クションの完全なリスト
は、OpenSearch ドキュメ
ントで入手可能です。

いいえ

はい

これらの標準カテゴリに加えて、きめ細かなアクセスコントロールには、データコンプライアンス要件を
満たすように設計されたいくつかの追加カテゴリが用意されています。
カテゴリ

説明

COMPLIANCE_DOC_READ
リクエストは、インデックス内のドキュメントに対して読み取りイベントを実
行しました。
COMPLIANCE_DOC_WRITE
リクエストは、インデックス内のドキュメントに対して書き込みイベントを実
行しました。
COMPLIANCE_INTERNAL_CONFIG_READ
リクエストは、.opendistro_security インデックスで読み取りイベントを
実行しました。
COMPLIANCE_INTERNAL_CONFIG_WRITE
リクエストは、.opendistro_security インデックスで書き込みイベントを
実行しました。
カテゴリおよびメッセージ属性の任意の組み合わせを指定できます。例えば、REST リクエストを送信し
てドキュメントのインデックスを作成すると、監査ログに次の行が表示されることがあります。
• REST レイヤーで AUTHENTICATED (認証)
• トランスポートレイヤーで GRANTED_PREVIEWE (認可)
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• COMPLIANCE_DOC_WRITE (インデックスに書き込まれたドキュメント)

監査ログの設定
監査ログには、多数の設定オプションがあります。

全般設定
全般設定では、個々のカテゴリまたはレイヤー全体を有効または無効にできます。除外カテゴリとして
GRANTED_Privileges および Authenticated を残すことを強くお勧めします。それ以外の場合、これらの
カテゴリは、クラスターへの有効なリクエストごとにログされます。
名前

バックエンドの設
定

説明

REST レイヤー

enable_rest

REST レイヤーで発生するイベントを有効または無効にしま
す。

REST 無効なカテ
ゴリ

disabled_rest_categories
REST レイヤーで無視する監査カテゴリを指定します。これら
のカテゴリを変更すると、監査ログのサイズが大幅に増加する
可能性があります。

トランスポートレ
イヤー

enable_transport

トランスポート無
効なカテゴリ

disabled_transport_categories
トランスポートレイヤーで無視する必要がある監査カテゴリを
指定します。これらのカテゴリを変更すると、監査ログのサイ
ズが大幅に増加する可能性があります。

トランスポートレイヤーで発生するイベントを有効または無効
にします。

属性設定では、各ログ行の詳細量をカスタマイズできます。
名前

バックエンドの設
定

説明

一括リクエスト

resolve_bulk_requests
この設定を有効にすると、一括要求でドキュメントごとにログ
が生成されます。これにより、監査ログのサイズが大幅に増加
する可能性があります。

リクエストボディ

log_request_body

リクエストのリクエストボディを含めます。

インデックスの解
決

resolve_indices

インデックスに対してエイリアスを解決します。

無視設定を使用して、一連のユーザーまたは API パスを除外します。
名前

バックエンドの設
定

説明

無視されたユー
ザー

ignore_users

除外するユーザーを指定します。

無視されたリクエ
スト

ignore_requests

除外するリクエストパターンを指定します。
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コンプライアンス設定
コンプライアンス設定では、インデックス、ドキュメント、またはフィールドレベルのアクセスを調整で
きます。
名前

バックエンドの設
定

説明

コンプライアンス
のロギング

enable_compliance コンプライアンスのロギングを有効または無効にします。

読み取りおよび書き込みイベントのロギングには以下の設定を指定できます。
名前

バックエンドの設
定

説明

内部設定のロギン
グ

internal_config

.opendistro_security インデックスのイベントのロギング
を有効または無効にします。

外部設定のロギン
グ

external_config

外部設定イベントのロギングを有効または無効にします。

読み取りイベントには以下の設定を指定できます。
名前

バックエンドの設
定

説明

メタデータの読み
取り

read_metadata_only読み取りイベントのメタデータのみを含めます。ドキュメント
フィールドを含めないでください。

無視されたユー
ザー

read_ignore_users 読み取りイベントには特定のユーザーを含めないでください。

監視するフィール
ド

read_watched_fields読み取りイベントを監視するインデックスとフィールドを指定
します。監視するフィールドを追加すると、ドキュメントアク
セスごとに 1 つのログが生成されます。これにより、監査ログ
のサイズが大幅に増加する可能性があります。監視するフィー
ルドは、インデックスパターンとフィールドパターンをサポー
トします。
{

}

"index-name-pattern": [
"field-name-pattern"
],
"logs*": [
"message"
],
"twitter": [
"id",
"user*"
]

書き込みイベントには以下の設定を指定できます。
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名前

バックエンドの設
定

説明

メタデータの書き
込み

write_metadata_only書き込みイベントのメタデータのみを含めます。ドキュメント
フィールドを含めないでください。

差分のログ

write_log_diffs

無視されたユー
ザー

write_ignore_users 書き込みイベントには特定のユーザーを含めないでください。

インデックスの監
視

write_watched_indices
書き込みイベントを監視するインデックスまたはインデックス
パターンを指定します。監視するフィールドを追加すると、ド
キュメントアクセスごとに 1 つのログが生成されます。これに
より、監査ログのサイズが大幅に増加する可能性があります。

write_metadata_only が false の場合は、書き込みイベント間の
違いのみを含めます。

監査ログの例
このセクションには、設定例、検索リクエスト、およびインデックスのすべての読み取りおよび書き込み
イベントの結果となる監査ログが含まれます。

ステップ 1: 監査ログを設定する
CloudWatch Logs グループへの監査ログの公開を有効にした後、OpenSearch Dashboards の監査ロギン
グページに移動し、[監査ロギングを有効にする] を選択します。
1.

[全般設定] で、[設定] を選択し、[REST レイヤー] が有効であることを確認します。

2.

[コンプライアンス設定] で、[設定] を選択します。

3.

[書き込み] の下で、[監視フィールド] に、追加このインデックスへのすべての書き込みイベントのた
めに accounts を追加します。

4.

[読み取り] の下で、[監視フィールド] に、accounts インデックスの ssn および id- フィールドを追
加します。
{

}

"accounts-": [
"ssn",
"id-"
]

ステップ 2: 読み取りイベントと書き込みイベントを実行する
1.

OpenSearch Dashboards に移動し、[デベロッパーツール] を選択し、サンプルドキュメントのイン
デックスを作成します。
PUT accounts/_doc/0
{
"ssn": "123",
"id-": "456"
}

2.

読み取りイベントをテストするには、次のリクエストを送信します。
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GET accounts/_search
{
"query": {
"match_all": {}
}
}

ステップ 3: ログを確認する
1.

CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Log groups] (ロググループ) を選択します。

3.

監査ログを有効にするときに指定したロググループを選択します。ロググループ内で、OpenSearch
Service はドメイン内の各ノードのログストリームを作成します。

4.

[ログストリーム] で、[すべて検索] を選択します。

5.

読み取りおよび書き込みイベントについては、対応するログを参照してください。ログが表示される
前に、5 秒の遅延が予想されます。
監査ログの書き込みの例
{

}

"audit_compliance_operation": "CREATE",
"audit_cluster_name": "824471164578:audit-test",
"audit_node_name": "be217225a0b77c2bd76147d3ed3ff83c",
"audit_category": "COMPLIANCE_DOC_WRITE",
"audit_request_origin": "REST",
"audit_compliance_doc_version": 1,
"audit_node_id": "3xNJhm4XS_yTzEgDWcGRjA",
"@timestamp": "2020-08-23T05:28:02.285+00:00",
"audit_format_version": 4,
"audit_request_remote_address": "3.236.145.227",
"audit_trace_doc_id": "lxnJGXQBqZSlDB91r_uZ",
"audit_request_effective_user": "admin",
"audit_trace_shard_id": 8,
"audit_trace_indices": [
"accounts"
],
"audit_trace_resolved_indices": [
"accounts"
]

監査ログの読み取りの例
{

"audit_cluster_name": "824471164578:audit-docs",
"audit_node_name": "806f6050cb45437e2401b07534a1452f",
"audit_category": "COMPLIANCE_DOC_READ",
"audit_request_origin": "REST",
"audit_node_id": "saSevm9ASte0-pjAtYi2UA",
"@timestamp": "2020-08-31T17:57:05.015+00:00",
"audit_format_version": 4,
"audit_request_remote_address": "54.240.197.228",
"audit_trace_doc_id": "config:7.7.0",
"audit_request_effective_user": "admin",
"audit_trace_shard_id": 0,
"audit_trace_indices": [
"accounts"
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}

],
"audit_trace_resolved_indices": [
"accounts"
]

リクエストボディを含めるには、OpenSearch Dashboards の [コンプライアンス設定] に戻り、[メタデー
タの書き込み] を無効にします。特定のユーザーによるイベントを除外するには、そのユーザーを [無視さ
れたユーザー] に追加します。
各監査ログフィールドの説明については、「監査ログフィールドのリファレンス]を参照してくださ
い。監査ログデータの検索および分析の詳細については、Amazon CloudWatch Logs ユーザーガイドの
「CloudWatch Logs Insights を用いたログデータの分析」を参照してください。

REST API を使用した監査ログの設定
OpenSearch Dashboards を使用して監査ログを設定することをお勧めしますが、きめ細かなアクセスコン
トロールの REST API を使用することもできます。このセクションには、リクエストの例が含まれていま
す。REST API に関する完全なドキュメントは、OpenSearch ドキュメントで入手可能です。
PUT _plugins/_security/api/audit/config
{
"enabled": true,
"audit": {
"enable_rest": true,
"disabled_rest_categories": [
"GRANTED_PRIVILEGES",
"AUTHENTICATED"
],
"enable_transport": true,
"disabled_transport_categories": [
"GRANTED_PRIVILEGES",
"AUTHENTICATED"
],
"resolve_bulk_requests": true,
"log_request_body": true,
"resolve_indices": true,
"exclude_sensitive_headers": true,
"ignore_users": [
"kibanaserver"
],
"ignore_requests": [
"SearchRequest",
"indices:data/read/*",
"/_cluster/health"
]
},
"compliance": {
"enabled": true,
"internal_config": true,
"external_config": false,
"read_metadata_only": true,
"read_watched_fields": {
"read-index-1": [
"field-1",
"field-2"
],
"read-index-2": [
"field-3"
]
},
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}

}

"read_ignore_users": [
"read-ignore-1"
],
"write_metadata_only": true,
"write_log_diffs": false,
"write_watched_indices": [
"write-index-1",
"write-index-2",
"log-*",
"*"
],
"write_ignore_users": [
"write-ignore-1"
]

Amazon EventBridge を用いた OpenSearch
Service イベントのモニタリング
Amazon OpenSearch Service は Amazon EventBridge と統合され、ドメインに影響する特定のイベントを
通知します。AWS のサービスからのイベントは、ほぼリアルタイムに EventBridge に提供されます。同
じイベントが Amazon EventBridge の先行である Amazon CloudWatch Events にも送信されます。簡単な
ルールを記述して、注目するイベントと、イベントがルールに一致した場合に自動的に実行するアクショ
ンを指定できます。自動的にトリガーできるオペレーションには、以下が含まれます。
• AWS Lambda 関数の呼び出し
• Amazon EC2 Run Command の呼び出し
• Amazon Kinesis Data Streams へのイベントの中継
• AWS Step Functions ステートマシンのアクティブ化
• Amazon SNS トピックまたは Amazon SQS キューの通知
詳細については、Amazon EventBridge ユーザーガイドの「Amazon EventBridge の開始方法」を参照して
ください。

サービスソフトウェア更新イベント
OpenSearch Service は、次のサービスソフトウェア更新 (p. 29)イベントのいずれかが発生したとき
に、EventBridge にイベントを送信します。

サービスソフトウェア更新が利用可能
OpenSearch Service は、サービスソフトウェア更新が利用可能になったときに、このイベントを送信しま
す。
例
このタイプのイベントの例を以下に示します。
{

"version": "0",
"id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
"detail-type": "Amazon OpenSearch Service Software Update Notification",

API バージョン 2015-01-01
110

Amazon OpenSearch Service デベロッパーガイド
サービスソフトウェア更新イベント

}

"source": "aws.es",
"account": "123456789012",
"time": "2016-11-01T13:12:22Z",
"region": "us-east-1",
"resources": ["arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"],
"detail": {
"event": "Service Software Update",
"status": "Available",
"severity": "Informational",
"description": "Service software update [R20200330-p1] available."
}

サービスソフトウェア更新が開始しました
OpenSearch Service は、サービスソフトウェア更新が開始したときに、このイベントを送信します。
例
このタイプのイベントの例を以下に示します。
{

}

"version": "0",
"id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
"detail-type": "Amazon OpenSearch Service Software Update Notification",
"source": "aws.es",
"account": "123456789012",
"time": "2016-11-01T13:12:22Z",
"region": "us-east-1",
"resources": ["arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"],
"detail": {
"event": "Service Software Update",
"status": "Started",
"severity": "Informational",
"description": "Service software update [R20200330-p1] started."
}

サービスソフトウェアの更新が完了しました
OpenSearch Service は、サービスソフトウェアの更新が完了したときに、このイベントを送信します。
例
このタイプのイベントの例を以下に示します。
{

"version": "0",
"id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
"detail-type": "Amazon OpenSearch Service Software Update Notification",
"source": "aws.es",
"account": "123456789012",
"time": "2016-11-01T13:12:22Z",
"region": "us-east-1",
"resources": ["arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"],
"detail": {
"event": "Service Software Update",
"status": "Completed",
"severity": "Informational",
"description": "Service software update [R20200330-p1] completed."
}
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サービスソフトウェアの更新に失敗しました
OpenSearch Service は、サービスソフトウェアの更新が失敗したときに、このイベントを送信します。
例
このタイプのイベントの例を以下に示します。
{

"version": "0",
"id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
"detail-type": "Amazon OpenSearch Service Software Update Notification",
"source": "aws.es",
"account": "123456789012",
"time": "2016-11-01T13:12:22Z",
"region": "us-east-1",
"resources": ["arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"],
"detail": {
"event": "Service Software Update",
"status": "Failed",
"severity": "Medium",
"description": "Service software update [R20200330-p1] failed."
}

}

サービスソフトウェア更新が必要
OpenSearch Service は、サービスソフトウェア更新が必要なときに、このイベントを送信します。
例
このタイプのイベントの例を以下に示します。
{

"version": "0",
"id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
"detail-type": "Amazon OpenSearch Service Software Update Notification",
"source": "aws.es",
"account": "123456789012",
"time": "2016-11-01T13:12:22Z",
"region": "us-east-1",
"resources": ["arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"],
"detail": {
"event": "Service Software Update",
"status": "Required",
"severity": "High",
"description": "Service software update [R20200330-p1] available. Update will be
automatically
installed after [30/04/2020] if no action is taken."
}

}

Auto-Tune イベント
OpenSearch Service は、次の Auto-Tune (p. 63) イベントのいずれかが発生したときに、EventBridge にイ
ベントを送信します。
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Auto-Tune 保留中
OpenSearch Service は、Auto-Tune がクラスターのパフォーマンスと可用性を改善するためのチューニン
グの推奨事項を特定したときに、このイベントを送信します。このイベントは、Auto-Tune が無効になっ
ているドメインに対してのみ表示されます。
例
このタイプのイベントの例を以下に示します。
{

"version": "0",
"id": "3acb26c8-397c-4c89-a80a-ce672a864c55",
"detail-type": "Amazon OpenSearch Service Auto-Tune Notification",
"source": "aws.es",
"account": "123456789012",
"time": "2020-10-30T22:06:31Z",
"region": "us-east-1",
"resources": ["arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"],
"detail": {
"event": "Auto-Tune Event",
"severity": "Informational",
"status": "Pending",
"description": "Auto-Tune recommends new settings for your domain. Enable Auto-Tune to
improve cluster stability and performance.",
"scheduleTime": "{iso8601-timestamp}"
}

}

Auto-Tune が開始されました
OpenSearch Service は、Auto-Tune がドメインに新しい設定を適用し始めたときに、このイベントを送信
します。
例
このタイプのイベントの例を以下に示します。
{

}

"version": "0",
"id": "3acb26c8-397c-4c89-a80a-ce672a864c55",
"detail-type": "Amazon OpenSearch Service Auto-Tune Notification",
"source": "aws.es",
"account": "123456789012",
"time": "2020-10-30T22:06:31Z",
"region": "us-east-1",
"resources": ["arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"],
"detail": {
"event": "Auto-Tune Events",
"severity": "Informational",
"status": "Started",
"scheduleTime": "{iso8601-timestamp}",
"startTime": "{iso8601-timestamp}",
"description" : "Auto-Tune is applying new settings to your domain."
}
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Auto-Tune には、スケジュールされた Blue/Green のデプロイが
必要です。
OpenSearch Service は、スケジュールされた Blue/Green のデプロイを必要とするチューニングの推奨事
項を Auto-Tune が特定したときに、このイベントを送信します。
例
このタイプのイベントの例を以下に示します。
{

"version": "0",
"id": "3acb26c8-397c-4c89-a80a-ce672a864c55",
"detail-type": "Amazon OpenSearch Service Auto-Tune Notification",
"source": "aws.es",
"account": "123456789012",
"time": "2020-10-30T22:06:31Z",
"region": "us-east-1",
"resources": ["arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"],
"detail": {
"event": "Auto-Tune Event",
"severity": "Low",
"status": "Pending",
"startTime": "{iso8601-timestamp}",
"description": "Auto-Tune has identified new settings for your domain that require a
blue/green deployment.
You can schedule the deployment for your preferred time."
}

}

Auto-Tune がキャンセルされました
OpenSearch Service は、保留中のチューニングの推奨事項がないために Auto-Tune スケジュールがキャ
ンセルされたときに、このイベントを送信します。
例
このタイプのイベントの例を以下に示します。
{

}

"version": "0",
"id": "3acb26c8-397c-4c89-a80a-ce672a864c55",
"detail-type": "Amazon OpenSearch Service Auto-Tune Notification",
"source": "aws.es",
"account": "123456789012",
"time": "2020-10-30T22:06:31Z",
"region": "us-east-1",
"resources": ["arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"],
"detail": {
"event": "Auto-Tune Event",
"severity": "Low",
"status": "Cancelled",
"scheduleTime": "{iso8601-timestamp}",
"description": "Auto-Tune has cancelled the upcoming blue/green deployment."
}

自動チューニングが完了しました
OpenSearch Service は、Auto-Tune が Blue/Green のデプロイを完了し、クラスターが新しい JVM 設定を
用いてオペレーション可能になったときに、このイベントを送信します。
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例
このタイプのイベントの例を以下に示します。
{

"version": "0",
"id": "3acb26c8-397c-4c89-a80a-ce672a864c55",
"detail-type": "Amazon OpenSearch Service Auto-Tune Notification",
"source": "aws.es",
"account": "123456789012",
"time": "2020-10-30T22:06:31Z",
"region": "us-east-1",
"resources": ["arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"],
"detail": {
"event": "Auto-Tune Event",
"severity": "Informational",
"status": "Completed",
"completionTime": "{iso8601-timestamp}",
"description": "Auto-Tune has completed the blue/green deployment and successfully
applied the updated settings."
}

}

Auto-Tune が無効になり、変更が元に戻されました
OpenSearch Service は、Auto-Tune が無効になっており、適用された変更がロールバックされたときに、
このイベントを送信します。
例
このタイプのイベントの例を以下に示します。
{

"version": "0",
"id": "3acb26c8-397c-4c89-a80a-ce672a864c55",
"detail-type": "Amazon OpenSearch Service Auto-Tune Notification",
"source": "aws.es",
"account": "123456789012",
"time": "2020-10-30T22:06:31Z",
"region": "us-east-1",
"resources": [ "arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain" ],
"detail": {
"event": "Auto-Tune Event",
"severity": "Informational",
"status": "Completed",
"description": "Auto-Tune is now disabled. All settings have been reverted. Auto-Tune
will continue to evaluate
cluster performance and provide recommendations.",
"completionTime": "{iso8601-timestamp}"
}

}

Auto-Tune が無効になり、変更が保持されました
OpenSearch Service は、Auto-Tune が無効になっており、適用された変更が保持されたときに、このイベ
ントを送信します。
例
このタイプのイベントの例を以下に示します。
{
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"version": "0",
"id": "3acb26c8-397c-4c89-a80a-ce672a864c55",
"detail-type": "Amazon OpenSearch Service Auto-Tune Notification",
"source": "aws.es",
"account": "123456789012",
"time": "2020-10-30T22:06:31Z",
"region": "us-east-1",
"resources": ["arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"],
"detail": {
"event": "Auto-Tune Event",
"severity": "Informational",
"status": "Completed",
"description": "Auto-Tune is now disabled. The most-recent settings by Auto-Tune have
been retained.
Auto-Tune will continue to evaluate cluster performance and provide
recommendations.",
"completionTime": "{iso8601-timestamp}"
}

}

クラスターヘルスイベント
OpenSearch サービスは、クラスターのヘルスが侵害されると、特定のイベントを EventBridge に送信し
ます。

赤いクラスターの復旧が開始しました
OpenSearch Service は、クラスターのステータスが赤になってから連続して 1 時間以上が経過した後に、
このイベントを送信します。クラスタステータスを修正するために、スナップショットから赤いインデッ
クスの自動復元が試行されます。
例
このタイプのイベントの例を以下に示します。
{

"version":"0",
"id":"01234567-0123-0123-0123-012345678901",
"detail-type":"Amazon OpenSearch Service Cluster Status Notification",
"source":"aws.es",
"account":"123456789012",
"time":"2016-11-01T13:12:22Z",
"region":"us-east-1",
"resources":[
"arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"
],
"detail":{
"event":"Automatic Snapshot Restore for Red Indices",
"status":"Started",
"severity":"High",
"description":"Your cluster status is red. We have started automatic snapshot restore
for the red indices.
No action is needed from your side. Red indices [red-index-0, redindex-1]"
}
}

赤いクラスタの復旧が部分的に完了しました
OpenSearch Service は、赤いクラスターステータスを修正する際、スナップショットから赤いインデック
スのサブセットのみを復元できたときに、このイベントを送信します。
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例
このタイプのイベントの例を以下に示します。
{

"version":"0",
"id":"01234567-0123-0123-0123-012345678901",
"detail-type":"Amazon OpenSearch Service Cluster Status Notification",
"source":"aws.es",
"account":"123456789012",
"time":"2016-11-01T13:12:22Z",
"region":"us-east-1",
"resources":[
"arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"
],
"detail":{
"event":"Automatic Snapshot Restore for Red Indices",
"status":"Partially Restored",
"severity":"High",
"description":"Your cluster status is red. We were able to restore the following Red
indices from
snapshot: [red-index-0]. Indices not restored: [red-index-1]. Please
refer https://docs.aws.amazon.com/opensearch-service/latest/developerguide/handlingerrors.html#handling-errors-red-cluster-status for troubleshooting steps."
}
}

赤いクラスターの復旧に失敗しました
OpenSearch Service は、赤いクラスターステータスを修正する際、スナップショットから赤いインデック
スのサブセットのみを復元できたときに、このイベントを送信します。
例
このタイプのイベントの例を以下に示します。
{

"version":"0",
"id":"01234567-0123-0123-0123-012345678901",
"detail-type":"Amazon OpenSearch Service Cluster Status Notification",
"source":"aws.es",
"account":"123456789012",
"time":"2016-11-01T13:12:22Z",
"region":"us-east-1",
"resources":[
"arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"
],
"detail":{
"event":"Automatic Snapshot Restore for Red Indices",
"status":"Failed",
"severity":"High",
"description":"Your cluster status is red. We were unable to restore the Red indices
automatically.
Indices not restored: [red-index-0, red-index-1]. Please refer https://
docs.aws.amazon.com/opensearch-service/latest/developerguide/handling-errors.html#handlingerrors-red-cluster-status for troubleshooting steps."
}
}

API バージョン 2015-01-01
117

Amazon OpenSearch Service デベロッパーガイド
クラスターヘルスイベント

削除するシャード
OpenSearch Service は、14 日間連続して赤いままのクラスターステータスの自動修正を試み、1 つ以上
のインデックスが赤のままのときに、このイベントを送信します。さらに 7 日後 (赤のステータスになっ
てから連続して 21 日後)、OpenSearch Service は、すべての赤いインデックスの割り当てられていない
シャードを削除 (p. 118)します。
例
このタイプのイベントの例を以下に示します。
{

"version":"0",
"id":"01234567-0123-0123-0123-012345678901",
"detail-type":"Amazon OpenSearch Service Cluster Status Notification",
"source":"aws.es",
"account":"123456789012",
"time":"2022-04-09T10:36:48Z",
"region":"us-east-1",
"resources":[
"arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"
],
"detail":{
"severity":"Medium",
"description":"Your cluster status is red. Please fix the red indices as soon as
possible.
If not fixed by 2022-04-12 01:51:47+00:00, we will delete all
unassigned shards,
the unit of storage and compute, for these red indices to recover your
domain and make it green.
Please refer to https://docs.aws.amazon.com/opensearch-service/latest/
developerguide/handling-errors.html#handling-errors-red-cluster-status for troubleshooting
steps.
test_data, test_data1",
"event":"Automatic Snapshot Restore for Red Indices",
"status":"Shard(s) to be deleted"
}
}

シャードが削除されました
OpenSearch Service は、クラスターステータスが赤になってから連続して 21 日以上が経過した後に、
このイベントを送信します。すべての赤いインデックスの未割り当てシャード (ストレージとコンピュー
ティング) が削除されます。詳細については、「」を参照してくださいthe section called “赤いクラスター
の自動修復” (p. 450)
例
このタイプのイベントの例を以下に示します。
{

"version":"0",
"id":"01234567-0123-0123-0123-012345678901",
"detail-type":"Amazon OpenSearch Service Cluster Status Notification",
"source":"aws.es",
"account":"123456789012",
"time":"2022-04-09T10:54:48Z",
"region":"us-east-1",
"resources":[
"arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"
],
"detail":{
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than

"severity":"High",
"description":"We have deleted unassinged shards, the unit of storage and compute,
red indices: index-1, index-2 because these indices were red for more

21 days and could not be restored with the automated restore process.
Please refer to https://docs.aws.amazon.com/opensearch-service/latest/
developerguide/handling-errors.html#handling-errors-red-cluster-status for troubleshooting
steps.",
"event":"Automatic Snapshot Restore for Red Indices",
"status":"Shard(s) deleted"
}
}

シャードカウントが高い警告
OpenSearch Service は、ホットデータノードの平均シャード数が、推奨されるデフォルト制限の 1,000
の 90% を超えた場合に、このイベントを送信します。Elasticsearch および OpenSearch の以降のバー
ジョンでは、ノードあたりのシャード数の制限を設定できますが、ノードあたり 1,000 シャード以下で
す。シャード数の選択 (p. 364)を参照してください。
例
このタイプのイベントの例を以下に示します。
{

"version":"0",
"id":"01234567-0123-0123-0123-012345678901",
"detail-type":"Amazon OpenSearch Service Notification",
"source":"aws.es",
"account":"123456789012",
"time":"2016-11-01T13:12:22Z",
"region":"us-east-1",
"resources":["arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"],
"detail":{
"event":"High Shard Count",
"status":"Warning",
"severity":"Low",
"description":"One or more data nodes have close to 1000 shards. To ensure optimum
performance and stability of your
cluster, please refer to the best practice guidelines - https://
docs.aws.amazon.com/opensearch-service/latest/developerguide/sizing-domains.html#bpsharding."
}
}

シャード数の制限を超えました
OpenSearch Service は、ホットデータノードの平均シャード数が、推奨されるデフォルト制限の 1,000 を
超えた場合に、このイベントを送信します。Elasticsearch および OpenSearch の以降のバージョンでは、
ノードあたりのシャード数の制限を設定できますが、ノードあたり 1,000 シャード以下です。シャード数
の選択 (p. 364)を参照してください。
例
このタイプのイベントの例を以下に示します。
{

"version":"0",
"id":"01234567-0123-0123-0123-012345678901",
"detail-type":"Amazon OpenSearch Service Notification",
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"source":"aws.es",
"account":"123456789012",
"time":"2016-11-01T13:12:22Z",
"region":"us-east-1",
"resources":["arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"],
"detail":{
"event":"High Shard Count",
"status":"Warning",
"severity":"Medium",
"description":"One or more data nodes have more than 1000 shards. To ensure optimum
performance and stability of your
cluster, please refer to the best practice guidelines - https://
docs.aws.amazon.com/opensearch-service/latest/developerguide/sizing-domains.html#bpsharding."
}
}

ディスク容量の不足
OpenSearch Service は、クラスター内の 1 つ以上のノードが使用可能なストレージ領域の 25% 未満、ま
たは 25 GB 未満の場合にこのイベントを送信します。
例
このタイプのイベントの例を以下に示します。
{

"version":"0",
"id":"01234567-0123-0123-0123-012345678901",
"detail-type":"Amazon OpenSearch Service Notification",
"source":"aws.es",
"account":"123456789012",
"time":"2017-12-01T13:12:22Z",
"region":"us-east-1",
"resources":["arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"],
"detail":{
"event":"Low Disk Space",
"status":"Warning",
"severity":"Medium",
"description":"One or more data nodes in your cluster has less than 25% of storage
space or less than 25GB.
Your cluster will be blocked for writes at 20% or 20GB. Please refer to
the documentation for more information - https://docs.aws.amazon.com/opensearch-service/
latest/developerguide/handling-errors.html#troubleshooting-cluster-block"
}
}

EBS バーストバランスが 70% 未満
OpenSearch Service は、1 つ以上のデータノードで EBS バーストバランスが 70% を下回ったときにこ
のイベントを送信します。EBS バーストバランスが枯渇すると、クラスターが広範囲にわたって使用でき
なくなり、I/O リクエストがスロットリングされ、インデックス作成や検索リクエストのレイテンシーが
高くなり、タイムアウトが発生する可能性があります。この問題を修正するステップについては、「the
section called “低 EBS バーストバランス” (p. 455)」を参照してください。
例
このタイプのイベントの例を以下に示します。
{

"version":"0",
"id":"01234567-0123-0123-0123-012345678901",

API バージョン 2015-01-01
120

Amazon OpenSearch Service デベロッパーガイド
クラスターヘルスイベント
"detail-type":"Amazon OpenSearch Service Notification",
"source":"aws.es",
"account":"123456789012",
"time":"2017-12-01T13:12:22Z",
"region":"us-east-1",
"resources":["arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"],
"detail":{
"event":"EBS Burst Balance",
"status":"Warning",
"severity":"Medium",
"description":"EBS burst balance on one or more data nodes is below 70%.
Follow https://docs.aws.amazon.com/opensearch-service/latest/
developerguide/handling-errors.html#handling-errors-low-ebs-burst
to fix this issue."
}
}

EBS バーストバランスが 20% 未満
OpenSearch Service は、1 つ以上のデータノードで EBS バーストバランスが 20% を下回ったときにこ
のイベントを送信します。EBS バーストバランスが枯渇すると、クラスターが広範囲にわたって使用でき
なくなり、I/O リクエストがスロットリングされ、インデックス作成や検索リクエストのレイテンシーが
高くなり、タイムアウトが発生する可能性があります。この問題を修正するステップについては、「the
section called “低 EBS バーストバランス” (p. 455)」を参照してください。
例
このタイプのイベントの例を以下に示します。
{

"version":"0",
"id":"01234567-0123-0123-0123-012345678901",
"detail-type":"Amazon OpenSearch Service Notification",
"source":"aws.es",
"account":"123456789012",
"time":"2017-12-01T13:12:22Z",
"region":"us-east-1",
"resources":["arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"],
"detail":{
"event":"EBS Burst Balance",
"status":"Warning",
"severity":"High",
"description":"EBS burst balance on one or more data nodes is below 20%.
Follow https://docs.aws.amazon.com/opensearch-service/latest/
developerguide/handling-errors.html#handling-errors-low-ebs-burst
to fix this issue.
}
}

ディスクスループットのスロットリング
OpenSearch Service は、EBS ボリュームのスループット制限を理由として、ドメインへの読み取りおよ
び書き込みリクエストがスロットリングされているときに、このイベントを送信します。この通知を受け
取った場合は、AWS が推奨するベストプラクティスに従って、インスタンスをスケールアップすることを
検討してください。
例
このタイプのイベントの例を以下に示します。
{
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"version":"0",
"id":"01234567-0123-0123-0123-012345678901",
"detail-type":"Amazon OpenSearch Service Notification",
"source":"aws.es",
"account":"123456789012",
"time":"2017-12-01T13:12:22Z",
"region":"us-east-1",
"resources":["arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"],
"detail":{
"event":"Disk Throughput Throttle",
"status":"Warning",
"severity":"Medium",
"description":"Your domain is experiencing throttling as you have hit disk throughout
limits.
Please consider scaling your domain to suit your throughput needs.
Please refer to the documentation for more information."
}

}

ドメインエラーイベント
OpenSearch Service は、次のドメインエラーのいずれかが発生したときに、EventBridge にイベントを送
信します。

ドメイン更新の検証エラー
OpenSearch Service は、ドメインで更新または設定変更の実行を試行した際に 1 つ以上の検証エラーが
発生した場合にこのイベントを送信します。これらの障害を解決するためのステップについては、「the
section called “検証エラーのトラブルシューティング” (p. 26)」を参照してください。
例
このタイプのイベントの例を以下に示します。
{

"version":"0",
"id":"01234567-0123-0123-0123-012345678901",
"detail-type":"Amazon OpenSearch Service Domain Update Notification",
"source":"aws.es",
"account":"123456789012",
"time":"2016-11-01T13:12:22Z",
"region":"us-east-1",
"resources":[
"arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"
],
"detail":{
"event":"Domain Update Validation",
"status":"Failed",
"severity":"High",
"description":"Unable to perform updates to your domain due to the following
validation failures: <failures>
Please see the documentation for more information https://
docs.aws.amazon.com/opensearch-service/latest/developerguide/managedomains-configurationchanges.html#validation"
}
}

KMS キーにアクセスできない
OpenSearch Service は、AWS KMS キーにアクセスできない (p. 132)ときにこのイベントを送信しま
す。
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例
このタイプのイベントの例を以下に示します。
{

"version":"0",
"id":"01234567-0123-0123-0123-012345678901",
"detail-type":"Domain Error Notification",
"source":"aws.es",
"account":"123456789012",
"time":"2016-11-01T13:12:22Z",
"region":"us-east-1",
"resources":["arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain"],
"detail":{
"event":"KMS Key Inaccessible",
"status":"Error",
"severity":"High",
"description":"The KMS key associated with this domain is inaccessible. You are at
risk of losing access to your domain.
For more information, please refer https://docs.aws.amazon.com/
opensearch-service/latest/developerguide/encryption-at-rest.html#disabled-key."
}
}

チュートリアル: Amazon OpenSearch Service
EventBridge イベントをリッスンする
このチュートリアルでは、Amazon OpenSearch Service イベントをリッスンして CloudWatch Logs ログ
ストリームに書き込むシンプルな AWS Lambda 関数を設定します。

前提条件
このチュートリアルは、既存の OpenSearch Service ドメインがあることを前提としています。ドメイン
をまだ作成していない場合は、1 つ作成するために「ドメインの作成と管理 (p. 16)」の手順に従います。

ステップ 1: Lambda 関数を作成する
この手順では、OpenSearch Service イベントメッセージのターゲットとなるシンプルな Lambda 関数を
作成します。
ターゲットの Lambda 関数を作成するには
1.
2.

AWS Lambda コンソールを (https://console.aws.amazon.com/lambda/) 開きます。
[Lambda 関数の作成]、[一から作成] の順に選択します。

3.
4.
5.
6.

[関数名] では、event-handler と入力します。
[ランタイム] では、[Python 3.8] を選択します。
[Create function] を選択します。
[関数コード] セクションで、以下の例に一致するようにサンプルコードを編集します。
import json
def lambda_handler(event, context):
if event["source"] != "aws.es":
raise ValueError("Function only supports input from events with a source type
of: aws.es")
print(json.dumps(event))
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これは、OpenSearch Service から送信されたイベントを印刷するシンプルな Python 3.8 関数です。
すべてが正しく設定されると、このチュートリアルの最後に、この Lambda 関数に関連付けられてい
る CloudWatch Logs ログストリームにイベントの詳細が表示されます。
7.

[Deploy] (デプロイ) をクリックします。

ステップ 2: イベントルールを登録する
このステップでは、OpenSearch Service ドメインからイベントをキャプチャする EventBridge ルールを作
成します。このルールでは、それが定義されているアカウント内のすべてのイベントがキャプチャされま
す。イベントメッセージ自体に、イベントソースに関する情報 (イベントソースの送信元ドメインの情報
など) が含まれています。この情報を使用して、プログラムでイベントをフィルタリングおよびソートで
きます。
EventBridge ルールを作成するには
1.

EventBridge コンソール (https://console.aws.amazon.com/events/) を開きます。

2.

[ルールの作成] を選択します。

3.

ルールに event-rule と名前を付けます。

4.

[Next] を選択します。

5.

イベントパターンの場合、[AWS のサービス]、[Amazon OpenSearch Service] 、[すべてのイベント]
の順にクリックします。このパターンは、すべての OpenSearch Service ドメインおよびすべての
OpenSearch Service イベントに適用されます。または、より具体的なパターンを作成し、一部の結果
をフィルターで除外することもできます。

6.

[次へ] を選択します。

7.

ターゲットに [Lambda 関数] を選択します。機能ドロップダウンで [イベントハンドラ] を選択しま
す。

8.

[次へ] を選択します。

9.

タグをスキップして [次へ] をクリックします。

10. 設定を確認して、[ルールの作成] を選択します。

ステップ 3: 設定をテストする
次回 OpenSearch Service コンソールの通知セクションで通知を受け取ったときに、すべてが適切に設定
されている場合、Lambda 関数がトリガーされ、関数の CloudWatch Logs ログストリームにイベントデー
タが書き込まれます。
設定をテストするには
1.

CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[ログ] を選択して Lambda 関数 (/aws/lambda/event-handler など) のロググ
ループを選択します。

3.

イベントデータを表示するログ ストリーミングを選択します。

チュートリアル: 利用可能なソフトウェア更新に関す
る Amazon SNS アラートの送信
このチュートリアルでは、Amazon OpenSearch Service で利用可能なサービスソフトウェアアップデート
の通知をキャプチャして、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) を介してEメール通知を送
信する Amazon EventBridge イベントルールを設定します。
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前提条件
このチュートリアルは、既存の OpenSearch Service ドメインがあることを前提としています。ドメイン
をまだ作成していない場合は、1 つ作成するために「ドメインの作成と管理 (p. 16)」の手順に従います。

ステップ 1: Amazon SNS トピックを作成してサブスクライブす
る
新しいイベントルールのイベントターゲットとして使用する Amazon SNS トピックを設定します。
Amazon SNS ターゲットを作成するには
1.

https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home で Amazon SNS コンソールを開きます。

2.

[トピック] および [トピックの作成] を選択します。

3.

ジョブタイプでは、[標準] を選択し、ジョブに software-update と名前を付けます。

4.

[Create topic] (トピックの作成) を選択します。

5.

トピックが作成されたら、[サブスクリプションの作成] を選択します。

6.

[プロトコル] で [E メール] を選択します。[Endpoint] (エンドポイント) では、現在アクセスできるメー
ルアドレスを入力し、[Create subscription] (サブスクリプションの作成) を選択します。

7.

メールアカウントを確認し、サブスクリプションの確認メールメッセージが届くのを待ちます。確認
メールが届いたら、[サブスクリプションの確認] を選択します。

ステップ 2: イベントルールを登録する
次に、サービスソフトウェア更新イベントのみをキャプチャするイベントルールを登録します。
イベントルールを作成するには
1.

EventBridge コンソール (https://console.aws.amazon.com/events/) を開きます。

2.

[ルールの作成] を選択します。

3.

ルールに softwareupdate-rule と名前を付けます。

4.

[Next] を選択します。

5.

イベントパターンの場合、[AWS のサービス]、[Amazon OpenSearch Service]、[[Amazon
OpenSearch Service Software Update Notification] (Amazon OpenSearch Service ソフトウェアの更新
通知) の順に選択します。このパターンは、OpenSearch Service からのサービスソフトウェアアップ
デートイベントに一致します。イベントパターンの詳細については、Amazon EventBridge ユーザー
ガイドの「Amazon EventBridge イベントパターン」を参照してください。

6.

特定の重大度のみをフィルターできます (オプション)。各イベントの重大度については、「the
section called “サービスソフトウェア更新イベント” (p. 110)」を参照してください。

7.

[Next] を選択します。

8.

ターゲットに [SNS トピック] を選択し、[software-update] (ソフトウェア更新) を選択します。

9.

[Next] を選択します。

10. タグをスキップして [次へ] を選択します。
11. ルールの設定を確認して、[ルールの作成] を選択します。
次回 OpenSearch Service から利用可能なサービスソフトウェアの更新に関する通知を受け取ったとき
に、すべてが適切に設定されている場合、Amazon SNS は更新に関するアラートを E メールで送信しま
す。
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AWS CloudTrail での Amazon OpenSearch Service
API 呼び出しのモニタリング
Amazon OpenSearch Service は、ユーザー、ロール、または OpenSearch Service の AWS サービ
スによって取られたアクションのレコードを提供するサービスである AWS CloudTrail と統合されま
す。CloudTrail は、OpenSearch Service のすべての設定 API 呼び出しをイベントとしてキャプチャしま
す。

Note
CloudTrail は、CreateDomain や GetUpgradeStatus などの、Configuration API への呼
び出しのみをキャプチャします。CloudTrail は、_search や _bulk などの、OpenSearch
API (p. 383)への呼び出しをキャプチャしません。これらの呼び出しについては、「the section
called “監査ログのモニタリング” (p. 101)」を参照してください。
キャプチャされる呼び出しには、OpenSearch Service コンソール、AWS CLI、または AWS SDK から
の呼び出しが含まれます。証跡を作成する場合は、OpenSearch Service のイベントなど、Amazon S3
バケットへの CloudTrail イベントの継続的な配信を有効にすることができます 証跡を設定しない場合で
も、CloudTrail コンソールの [Event history (イベント履歴)] で最新のイベントを表示できます。CloudTrail
で収集された情報を使用して、OpenSearch Service に対するリクエスト、リクエスト元の IP アドレス、
リクエスト者、リクエスト日時などの詳細を確認できます。
CloudTrail の詳細については、AWS CloudTrail ユーザーガイドを参照してください。

CloudTrail での Amazon OpenSearch Service 情報
CloudTrail は、アカウント作成時に AWS アカウント で有効になります。OpenSearch Service でアクティ
ビティが発生すると、そのアクティビティは [Event history] (イベント履歴) で AWS のその他のサービス
のイベントとともに CloudTrail イベントに記録されます。AWS アカウント アカウントで最近のイベント
を表示、検索、ダウンロードできます。詳細については、CloudTrail イベント履歴でのイベントの表示を
参照してください。
OpenSearch Service のイベントなど、AWS アカウント アカウントのイベントの継続的な記録について
は、証跡を作成します。追跡により、CloudTrail はログファイルを Amazon S3 バケットに配信できます。
デフォルトでは、コンソールで証跡を作成するときに、証跡がすべての に適用されますAWS リージョン
証跡は、AWS パーティションのすべてのリージョンからのイベントをログに記録し、指定した Amazon
S3 バケットにログファイルを配信します。さらに、CloudTrail・ログで収集したイベントデータをより詳
細に分析し、それに基づく対応するためにその他の AWS のサービスを設定できます。詳細については、
以下を参照してください。
• AWS アカウント の追跡の作成
• AWS サービスと CloudTrail ログの統合
• CloudTrail の Amazon SNS 通知の設定
• CloudTrail ログファイルを複数のリージョンから受け取る、複数のアカウントから CloudTrail ログファ
イルを受け取る
すべての OpenSearch Service 設定 API アクションは CloudTrail によってログに記録され、「Amazon
OpenSearch Service API リファレンス」に記載されています。
各イベントまたはログエントリには、リクエストの生成者に関する情報が含まれます。アイデンティティ
情報から以下を判断することができます。
• リクエストが、ルートと AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザー認証情報のどちらを使用
して送信されたか
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• リクエストの送信に使用された一時的なセキュリティ認証情報に、ロールとフェデレーティッドユー
ザーのどちらが使用されたか
• リクエストが、別の AWS のサービスによって送信されたかどうか
詳細については、CloudTrail userIdentity エレメントを参照してください。

Amazon OpenSearch Service のログファイルエント
リを理解する
[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 のログファイルには、単一か複数のログエントリがあります。
イベントはあらゆるソースからの単一のリクエストを表し、リクエストされたアクション、アクション
の日時、リクエストのパラメータなどの情報が含まれます。CloudTrail ログファイルは、パブリック API
コールの順序付けられたスタックトレースではないため、特定の順序では表示されません。
CreateDomain オペレーションを示す CloudTrail ログエントリの例は、次のとおりです。
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/test-user",
"accountId": "123456789012",
"accessKeyId": "access-key",
"userName": "test-user",
"sessionContext": {
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2018-08-21T21:59:11Z"
}
},
"invokedBy": "signin.amazonaws.com"
},
"eventTime": "2018-08-21T22:00:05Z",
"eventSource": "es.amazonaws.com",
"eventName": "CreateDomain",
"awsRegion": "us-west-1",
"sourceIPAddress": "123.123.123.123",
"userAgent": "signin.amazonaws.com",
"requestParameters": {
"engineVersion": "OpenSearch_1.0",
"clusterConfig": {
"instanceType": "m4.large.search",
"instanceCount": 1
},
"snapshotOptions": {
"automatedSnapshotStartHour": 0
},
"domainName": "test-domain",
"encryptionAtRestOptions": {},
"eBSOptions": {
"eBSEnabled": true,
"volumeSize": 10,
"volumeType": "gp2"
},
"accessPolicies": "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect\":\"Allow
\",\"Principal\":{\"AWS\":[\"123456789012\"]},\"Action\":[\"es:*\"],\"Resource\":
\"arn:aws:es:us-west-1:123456789012:domain/test-domain/*\"}]}",
"advancedOptions": {
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"rest.action.multi.allow_explicit_index": "true"

},
"responseElements": {
"domainStatus": {
"created": true,
"clusterConfig": {
"zoneAwarenessEnabled": false,
"instanceType": "m4.large.search",
"dedicatedMasterEnabled": false,
"instanceCount": 1
},
"cognitoOptions": {
"enabled": false
},
"encryptionAtRestOptions": {
"enabled": false
},
"advancedOptions": {
"rest.action.multi.allow_explicit_index": "true"
},
"upgradeProcessing": false,
"snapshotOptions": {
"automatedSnapshotStartHour": 0
},
"eBSOptions": {
"eBSEnabled": true,
"volumeSize": 10,
"volumeType": "gp2"
},
"engineVersion": "OpenSearch_1.0",
"processing": true,
"aRN": "arn:aws:es:us-west-1:123456789012:domain/test-domain",
"domainId": "123456789012/test-domain",
"deleted": false,
"domainName": "test-domain",
"accessPolicies": "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect\":\"Allow\",
\"Principal\":{\"AWS\":\"arn:aws:iam::123456789012:root\"},\"Action\":\"es:*\",\"Resource
\":\"arn:aws:es:us-west-1:123456789012:domain/test-domain/*\"}]}"
}
},
"requestID": "12345678-1234-1234-1234-987654321098",
"eventID": "87654321-4321-4321-4321-987654321098",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "123456789012"
}
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Amazon OpenSearch Service のセ
キュリティ
AWS では、クラウドセキュリティを最優先事項としています。AWSのお客様は、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お客様の間の共有責任です。共有責任モデルでは、これをクラウドのセキュリティ
およびクラウド内のセキュリティとして説明しています。
• クラウドのセキュリティ - AWS は、AWS クラウドで AWS 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、安全に使用できるサービスを供給します。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 OpenSearch Service に適用されるコンプライアンスプログラムについ
ては、コンプライアンスプログラムによる AWS のサービスを参照してください。
• クラウド内のセキュリティ–お客様の責任は、使用するAWSのサービスに応じて判断されます。また、
お客様は、データの機密性、お客様の会社の要件、および適用可能な法律および規制など、その他の要
因についても責任を担います。
このドキュメントは、OpenSearch Service を使用する際に責任共有モデルを適用する方法を理解するのに
役立ちます 以下のトピックでは、セキュリティおよびコンプライアンスの目的を達成するようにいずれか
の OpenSearch Service を設定する方法について説明します。また、OpenSearch Service リソースのモニ
タリングや保護に役立つ他の AWS のサービスの使用方法についても説明します。
トピック
• Amazon OpenSearch Service でのデータ保護 (p. 129)
• Amazon OpenSearch Service での Identity and Access Management (p. 133)
• サービス間での不分別な代理処理の防止 (p. 151)
• Amazon OpenSearch Service のきめ細かなアクセスコントロール (p. 152)
• Amazon OpenSearch Service のコンプライアンス検証 (p. 172)
• Amazon OpenSearch の耐障害性 (p. 173)
• Amazon OpenSearch Service でのインフラストラクチャセキュリティ (p. 173)
• OpenSearch Dashboards の SAML 認証 (p. 174)
• OpenSearch Dashboards の Amazon Cognito 認証の設定 (p. 180)
• Amazon OpenSearch Service 用のサービスにリンクされたロールの使用 (p. 193)

Amazon OpenSearch Service でのデータ保護
AWS の責任共有モデルは、Amazon OpenSearch Service でのデータ保護に適用されます。このモデルで
説明されているように、AWS は、AWS クラウド のすべてを実行するグローバルインフラストラクチャを
保護する責任を負います。お客様は、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 のセキュリティ設定
と管理タスクが含まれます。データプライバシーの詳細については、「データプライバシーのよくある質
問」を参照してください。欧州でのデータ保護の詳細については、AWS セキュリティブログ に投稿され
た「AWS 責任共有モデルおよび GDPR」のブログ記事を参照してください。
データを保護するため、AWS アカウント の認証情報を保護し、AWS 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、
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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 以降が推奨されています。
• AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
• AWS 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。
• コマンドラインインターフェイスまたは API を使用して AWS にアクセスするときに FIPS 140−2 検証
済みの暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。使用可能な FIPS エンド
ポイントの詳細については、「連邦情報処理規格 (FIPS) 140−2」を参照してください。
顧客のメールアドレスなどの機密または注意を要する情報は、タグや [Name] (名前) フィールドなど自由
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、AWS CLI、または
AWS SDK で OpenSearch Service または他の AWS のサービスを使用する場合も同様です。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。

Amazon OpenSearch Service の保管中のデータの暗
号化
OpenSearch Service ドメインでは、保管中のデータの暗号化という、データへの不正アクセスを防止する
のに役立つセキュリティ機能が提供されます。この機能は、AWS Key Management Service (AWS KMS)
を使用して暗号化キーを保存および管理し、256 ビットキーを使用した Advanced Encryption Standard ア
ルゴリズム (AES-256) を使用して暗号化を実行します。有効にすると、この機能によりドメインの次の要
素が暗号化されます。
• すべてのインデックス (UltraWarmストレージのものを含む)
• OpenSearch ログ
• スワップファイル
• アプリケーションディレクトリのその他すべてのデータ
• 自動スナップショット
以下は、保管中のデータの暗号化を有効にするときに暗号化されませんが、追加のステップを行って保護
することができます。
• 手動スナップショット: 現在、AWS KMS マスターキーを使用して手動スナップショットを暗号化する
ことはできません。ただし、S3 で管理されたキーまたは KMS キーによるサーバー側の暗号化を使用し
てスナップショットリポジトリとして使用しているバケットを暗号化できます。手順については、the
section called “手動スナップショットレポジトリの登録” (p. 47) を参照してください。
• スローログおよびエラーログ: スローログを発行 (p. 95)して暗号化する必要がある場合、OpenSearch
Service ドメインと同じ AWS KMS キーを使用してその CloudWatch Logs ロググループを暗号化できま
す。詳しくは、Amazon CloudWatch Logs ユーザーガイドのAWS KMS を使用して CloudWatch Logs の
ログデータを暗号化するを参照してください。
OpenSearch Service は、対称暗号化 KMS キーのみをサポートしており、非対称暗号化 KMS キーはサ
ポートしていません。KMS マスターキーを作成する方法については、AWS Key Management Service デ
ベロッパーガイドの「キーの作成」を参照してください。
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保存時の暗号化が有効になっているかどうかにかかわらず、すべてのドメインは AES-256 または
OpenSearch Service 管理キーを使用してカスタムパッケージ (p. 243)を自動的に暗号します。

許可
OpenSearch Service コンソールを使用して保管中のデータの暗号化を設定するドメインを作成するために
は、次のような ID ベースのポリシーなど、AWS KMS への読み取り専用許可を持っている必要がありま
す。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:List*",
"kms:Describe*"
],
"Resource": "*"
}
]

AWS 所有のキー以外のキーを使用する場合、キーの付与を作成するための許可も持っている必要がありま
す。通常、これらの許可は、キーの作成時に指定するリソースベースのポリシーの形式になります。
キーを OpenSearch Service 固有にする場合、キーポリシーに kms:ViaService 条件を追加できます。
"Condition": {
"StringEquals": {
"kms:ViaService": "es.us-west-1.amazonaws.com"
},
"Bool": {
"kms:GrantIsForAWSResource": "true"
}
}

詳細については、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの「AWS KMS でキーポリシーを使
用する」を参照してください。

保管中のデータの暗号化の有効化
新しいドメインでの保管中のデータの暗号化には OpenSearch または Elasticsearch 5.1 以降が必要です。
既存のドメインでそれを有効にするには、OpenSearch または Elasticsearch 6.7 以降が必要です。

保管中のデータの暗号化を有効にするには (コンソール)
1.

AWS コンソールでドメインを開き、次に [アクション] および [セキュリティ設定の編集] を選択しま
す。

2.
3.

暗号化した状態で、保管中のデータの暗号化を有効にするを選択します。
AWS KMS使用するキーを選択し、次に変更の保存を選択します。

設定 API を使って、暗号化を有効にすることもできます。次のリクエストは、既存ドメインで保存中の
データの暗号化を有効にします。
{

"ClusterConfig":{
"EncryptionAtRestOptions":{
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}

}

}

"Enabled": true,
"KmsKeyId":"arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:alias/my-key"

KMS キーを無効化または削除
ドメインの暗号化に使用したキーを無効化または削除すると、そのドメインにアクセスできなくなりま
す。OpenSearch サービスが、KMS キーにアクセスできないことを通知 (p. 32)します。すぐにキーを再度
有効にして、ドメインにアクセスします。
キーが削除されると、OpenSearch Service チームはデータを復元することはできません。AWS KMS で
キーが削除されるのは 7 日以上の待機期間が経過した後に限られます。キーの削除が保留中の場合は、削
除をキャンセルするか、手動スナップショット (p. 44)を取って、ドメインのデータの損失を防ぎます。

保管中のデータの暗号化の無効化
保管中のデータを暗号化するようにドメインを設定した後、設定を無効にすることはできません。代わり
に、既存のドメインの手動スナップショット (p. 44)を作成し、別のドメインを作成 (p. 16)してからデータ
を移行して、古いドメインを削除することができます。

保管中のデータを暗号化するドメインのモニタリング
保管中のデータを暗号化するドメインには、KMSKeyError と KMSKeyInaccessible の 2 つの追加のメ
トリクスがあります。これらのメトリクスは、ドメインの暗号化キーに問題が発生した場合にのみ表示さ
れます。これらのメトリクスの詳細については、「the section called “クラスターメトリクス” (p. 72)」を
参照してください。OpenSearch Service コンソールまたは Amazon CloudWatch コンソールのいずれかを
使用して表示できます。

Tip
各メトリクスは、ドメインの重大な問題を表しているため、両方の CloudWatch アラームを作成
することをお勧めします。詳細については、「the section called “推奨される CloudWatch アラー
ム” (p. 370)」を参照してください。

その他の考慮事項
• 自動キーローテーションは AWS KMS キーのプロパティを保持するため、このローテーションは
OpenSearch データにアクセスする能力には影響しません。暗号化された OpenSearch Service ドメイ
ンは、新しいキーの作成と古いキーのすべてのレファレンスの更新を含むマスターキーローテーション
をサポートしません。詳細については、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの「キー
ローテーション」を参照してください。
• 特定のインスタンスタイプは、保管中のデータの暗号化をサポートしていません。詳細については、
「」を参照してくださいthe section called “サポートされるインスタンスタイプ” (p. 375)
• 保管中のデータを暗号化するドメインでは、自動スナップショット用に別のリポジトリ名を使用しま
す。詳細については、「the section called “スナップショットの復元” (p. 51)」を参照してください。
• 静止時に暗号化を有効にすることを強くお勧めしますが、CPU オーバーヘッドが増加し、数ミリ秒の遅
延が発生する可能性があります。ただし、ほとんどのユースケースはこれらの違いに敏感ではなく、影
響の大きさは、クラスター、クライアント、および使用プロファイルの構成によって異なります。

Amazon OpenSearch Service のノード間の暗号化
ノード間の暗号化では、Amazon OpenSearch Service のデフォルトの機能の上に追加のセキュリティレイ
ヤーを提供します。
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各 OpenSearch Service ドメインは、ドメインが VPC アクセスを使用しているかどうかにかかわらず、専
用の VPC 内に存在します。このアーキテクチャにより、潜在的な攻撃者から OpenSearch ノード間のト
ラフィックを傍受し、安全なクラスターが維持されます。ただし、デフォルトでは、VPC 内のトラフィッ
クは暗号化されません。ノード間の暗号化により、VPC 内のすべての通信で TLS 1.2 暗号化が有効になり
ます。
HTTPS 経由でデータを OpenSearch Service に送信する場合、ノード間の暗号化を使用する
と、OpenSearch がクラスター全体に分散 (および再分散) する際、データは暗号化された状態で維持され
ます。HTTP 経由で暗号化されていないデータが到着するあ場合、OpenSearch Service はそれがクラス
ターに到達した後で暗号化します。コンソール、AWS CLI、または設定 API を使用して、ドメインへのす
べてのトラフィックが HTTPS 経由で到達するように要求できます。

ノード間の暗号化を有効にする
新しいドメインでのノード間の暗号化には、任意のバージョンの OpenSearch、または Elasticsearch
6.0 以降が必要です。既存のドメインでノード間の暗号化を有効にするには、任意のバージョンの
OpenSearch、または Elasticsearch 6.7 以降が必要です。AWS コンソールで既存のドメインを選択し、[ア
クション] から [セキュリティ設定の編集] を選択します。
または、AWS CLI または設定 APIを使用することもできます。詳細については、「AWS CLI コマンドの
リファレンス」および「API リファレンス (p. 462)」を参照してください。

ノード間の暗号化を無効にする
ノード間の暗号化を使用するようにドメインを設定した後、設定を無効にすることはできません。代わり
に、暗号化されたドメインの手動スナップショット (p. 44)を作成し、別のドメインを作成 (p. 16)してから
データを移行して、古いドメインを削除することができます。

Amazon OpenSearch Service での Identity and
Access Management
Amazon OpenSearch Service には、ドメインへのアクセスを制御するいくつかの方法が用意されていま
す。このトピックでは、さまざまなポリシータイプ、それぞれがやり取りする方法、および独自のカスタ
ムポリシーを作成する方法を説明します。

Important
VPC は OpenSearch Service のアクセス制御へのいくつかの追加考慮事項の導入をサポート
しています。詳細については、「the section called “VPC ドメインのアクセスポリシーについ
て” (p. 40)」を参照してください。

ポリシーのタイプ
OpenSearch Service はアクセスポリシーの 3 つのタイプをサポートしています。
• the section called “リソースベースのポリシー” (p. 133)
• the section called “アイデンティティベースのポリシー” (p. 135)
• the section called “IP ベースのポリシー” (p. 138)

リソースベースのポリシー
ドメインを作成するときに、ドメインアクセスポリシーと呼ばれる場合があるリソースベースのポリシー
を追加します。これらのポリシーは、ドメインのサブリソースでプリンシパルが実行するアクションを指
定します (cross-cluster 検索 (p. 259)を除く)。サブリソースには、OpenSearch インデックスおよび API
API バージョン 2015-01-01
133

Amazon OpenSearch Service デベロッパーガイド
ポリシーのタイプ

が含まれます。Principal 要素は、アクセスを許可するアカウント、ユーザー、またはロールを指定しま
す。Resource 要素は、これらのプリンシパルがアクセスできるサブリソースを指定します。
次のリソースベースのポリシーは、test-user フルアクセス (es:*) を test-domain のサブリソースに
付与します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": [
"arn:aws:iam::123456789012:user/test-user"
]
},
"Action": [
"es:*"
],
"Resource": "arn:aws:es:us-west-1:987654321098:domain/test-domain/*"
}
]

このポリシーには、2 つの重要な考慮事項が適用されます。
• これらの権限はこのドメインのみに適用されます。他のドメインで同様のポリシーを作成しない限
り、test-user は test-domain にしかアクセスできません。
• Resource 要素の末尾の /* は重要であり、リソースベースのポリシーがドメイン自体ではなく、ド
メインのサブリソースにのみ適用されることを示します。リソースベースのポリシーでは、es:* アク
ションは es:ESHttp* と同等です。
例えば、test-user はインデックス (GET https://search-test-domain.uswest-1.es.amazonaws.com/test-index) に対してリクエストを行うことができますが、ドメ
インの設定を更新できません (POST https://es.us-west-1.amazonaws.com/2021-01-01/
opensearch/domain/test-domain/config)。2 つのエンドポイント間の違いに注目してくださ
い。設定 API へのアクセスには、ID ベースのポリシー (p. 135)が必要です。
ワイルドカードを追加することで、インデックス名の一部を指定できます。これにより、commerce で始
まるすべてのインデックスを識別します。
arn:aws:es:us-west-1:987654321098:domain/test-domain/commerce*

この場合、このワイルドカードを使用して指定すると、test-user は、commerce で始まる名前を持つ
test-domain ドメインのインデックスにリクエストを送信できます。
test-user をさらに制限するには、次のポリシーを適用することができます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": [
"arn:aws:iam::123456789012:user/test-user"
]
},
"Action": [
"es:ESHttpGet"
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],
"Resource": "arn:aws:es:us-west-1:987654321098:domain/test-domain/commerce-data/
_search"
}
]
}

これにより、test-user は commerce-data インデックスに対する検索で、1 つのオペレーション
のみを実行できます。ドメインのその他すべてのインデックスはアクセス不可となり、、test-user
は、es:ESHttpPut または es:ESHttpPost アクションを使用する許可なしにドキュメントを追加ある
いは変更できなくなります。
次に、パワーユーザーのロールを設定することができます。このポリシーは、power-user-role にイン
デックスのすべての URI に対する HTTP GET メソッドおよび PUT メソッドへのアクセスを付与します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": [
"arn:aws:iam::123456789012:role/power-user-role"
]
},
"Action": [
"es:ESHttpGet",
"es:ESHttpPut"
],
"Resource": "arn:aws:es:us-west-1:987654321098:domain/test-domain/commerce-data/*"
}
]

ドメインが VPC 内にあるか、きめ細かなアクセスコントロールを使用している場合は、オープンドメイン
アクセスポリシーを使用できます。それ以外の場合、ドメインアクセスポリシーには、プリンシパルまた
は IP アドレスによる制限が含まれている必要があります。
使用できるすべてのアクションの詳細については、「the section called “ポリシーエレメントのリファレン
ス” (p. 140)」を参照してください。データをより細かく制御するには、きめ細かなアクセスコントロー
ル (p. 152)とともにオープンドメインアクセスポリシーを使用します。

アイデンティティベースのポリシー
各 OpenSearch Service ドメインの一部であるリソースベースのポリシーとは異なり、アイデンティティ
ベースのポリシーは AWS Identity and Access Management (IAM) サービスを使用してユーザーやロールに
アタッチします。リソースベースのポリシー (p. 133)と同様に、アイデンティティベースのポリシーは、
サービスに誰がアクセスできるか、どのアクションキーを実行できるか、そして該当する場合には、これ
らのアクションを実行できるリソースを指定します。
これらを実行する実際の義務はないため、アイデンティティベースのポリシーはより一般的になる傾向が
あります。これにより、多くの場合、ユーザーが実行できる設定 API アクションのみ管理されます。これ
らのポリシーの配置が完了したら、OpenSearch Service でリソースベースのポリシー (またはきめ細かな
アクセスコントロール (p. 152)) を使用して、OpenSearch インデックスおよび API へのアクセスをユー
ザーに提供できます。

Note
AWS 管理の AmazonOpenSearchServiceReadOnlyAccess ポリシーが適用されたユーザー
は、コンソールでクラスターのヘルスステータスを確認できません。これらのユーザーがヘルス
ステータス (および他の OpenSearch データ) を確認できるようにするには、アクセスポリシーに
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es:ESHttpGet アクションを追加し、これをユーザーのアカウントまたはロールにアタッチしま
す。
アイデンティティベースのポリシーはユーザーあるいはロール (プリンシパル) にアタッチされるた
め、JSON はプリンシパルを指定しません。次のポリシーは、Describe および List で始まるアクショ
ンへのアクセスを付与します。このアクションの組み合わせはドメインの設定への読み取り専用のアクセ
スを提供しますが、ドメイン自体に保存されたデータへのアクセスは提供しません。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"es:Describe*",
"es:List*"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"
}
]

管理者には、OpenSearch Service およびすべてのドメインに保存された全データへのフルアクセス権があ
る場合があります。
{

}

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

ID ベースのポリシーでは、タグを使用して設定 API へのアクセスを制御できます。例えば、次のポリシー
では、ドメインに team:devops タグがある場合、アタッチされたプリンシパルがドメインの設定を表示
および更新できるようにします。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Action": [
"es:UpdateDomainConfig",
"es:DescribeDomain",
"es:DescribeDomainConfig"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAnyValue:StringEquals": {
"aws:ResourceTag/team": [
"devops"
]
}
}
}]
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タグを使用して、OpenSearch API へのアクセスを制御することもできます。OpenSearch API のタグ
ベースのポリシーは、HTTP メソッドにのみ適用されます。例えば、次のポリシーでは、ドメインに
environment:production タグがある場合、接続されたプリンシパルが GET および PUT リクエスト
を OpenSearch API に送信できます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Action": [
"es:ESHttpGet",
"es:ESHttpPut"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAnyValue:StringEquals": {
"aws:ResourceTag/environment": [
"production"
]
}
}
}]

OpenSearch API をよりきめ細かく制御するには、きめ細かいアクセス制御 (p. 152) の使用を検討してく
ださい。

Note
1 つ以上の OpenSearch API をタグベースのポリシーに追加した後、変更をドメインで有効にす
るには、単一の タグオペレーション (p. 66) (タグの追加、削除、変更など) を実行する必要があり
ます。タグベースのポリシーに OpenSearch API オペレーションを含めるには、サービスソフト
ウェア R20211203 以降を使用している必要があります。
OpenSearch サービスは、OpenSearch API ではなく、設定 API の RequestTag および TagKeys
グローバル条件キーをサポートします。これらの条件は、リクエスト内にタグを含む API 呼び出し
(CreateDomain、AddTags、および RemoveTags など) にのみ適用されます。次のポリシーでは、ア
タッチされたプリンシパルがドメインを作成できるようにしますが、それは、team:it タグをリクエスト
に含めた場合のみです。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": [
"es:CreateDomain",
"es:AddTags"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:RequestTag/team": [
"it"
]
}
}
}

アクセス制御でタグを使用する方法とリソースベースのポリシーとアイデンティティベースのポリシーの
違いについての詳細は、「IAM ユーザーガイド」を参照してください。
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IP ベースのポリシー
IP ベースのポリシーは、1 つ以上の IP アドレスあるいは CIDR ブロックにドメインへのアクセスを制限し
ます。技術的には、IP ベースのポリシーは異なるタイプのポリシーではありません。代わりに、これらの
ポリシーは、匿名のプリンシパルを指定し、特別な Condition 要素を含む、リソースベースのポリシーで
す。
IP ベースのポリシーの最大の特徴は、OpenSearch Service ドメインへの署名なしのリクエストを許可
することです。これにより、curl や OpenSearch Dashboards (p. 286) などのクライアントを使用した
り、プロキシサーバーを介してドメインにアクセスしたりすることができます。詳細については、「the
section called “プロキシを使用して Dashboards から OpenSearch Service にアクセスする” (p. 286)」を
参照してください。

Note
ドメインで VPC アクセスを有効にすると、IP ベースのポリシーを設定することはできません。
代わりに、どの IP アドレスがドメインにアクセスできるかを制御するセキュリティグループを
使用できます。詳細については、「the section called “VPC ドメインのアクセスポリシーについ
て” (p. 40)」を参照してください。
以下のポリシーは、指定された IP 範囲からのすべての HTTP リクエストが test-domain にアクセスす
る許可を付与します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "*"
},
"Action": [
"es:ESHttp*"
],
"Condition": {
"IpAddress": {
"aws:SourceIp": [
"192.0.2.0/24"
]
}
},
"Resource": "arn:aws:es:us-west-1:987654321098:domain/test-domain/*"
}
]

ドメインにパブリックエンドポイントがあり、きめ細かなアクセスコントロール (p. 152)を使用しない場
合は、IAM プリンシパルと IP アドレスを組み合わせることをお勧めします。このポリシーでは、指定した
IP 範囲からのリクエストの場合にのみ、test-user HTTP アクセスを許可します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": [
"arn:aws:iam::987654321098:user/test-user"
]
},
"Action": [
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"es:ESHttp*"
],
"Condition": {
"IpAddress": {
"aws:SourceIp": [
"192.0.2.0/24"
]
}
},
"Resource": "arn:aws:es:us-west-1:987654321098:domain/test-domain/*"

}

}]

OpenSearch Service リクエストの作成と署名
完全にオープンなリソースベースのポリシーを設定する場合、OpenSearch Service 設定 API へのすべて
のリクエストは署名付きである必要があります。ポリシーで IAM ユーザーまたはロールを指定している場
合、OpenSearch API へのリクエストが AWS 署名バージョン 4 を使用して署名されていることも必要で
す。署名メソッドは API によって異なります。
• OpenSearch Service 設定 API 呼び出しを行うには、AWS SDK のいずれかを使用することが推奨されま
す。SDK を使用するほうが、独自のリクエストを作成し署名するよりも、プロセスが簡素化し、大幅な
時間の節約ができます。API エンドポイント設定には次の形式を使用します。
es.region.amazonaws.com/2021-01-01/

例えば、次のリクエストは、movies ドメインの設定を変更しますが、自分で署名する必要があります
(お勧めしません)。
POST https://es.us-east-1.amazonaws.com/2021-01-01/opensearch/domain/movies/config
{
"ClusterConfig": {
"InstanceType": "c5.xlarge.search"
}
}

Boto 3 などのいずれかの SDK を使用する場合、SDK はリクエスト署名を自動的に処理します。
import boto3
client = boto3.client(es)
response = client.update_domain_config(
DomainName='movies',
ClusterConfig={
'InstanceType': 'c5.xlarge.search'
}
)

Java コードの例については、「the section called “AWS SDKs の使用” (p. 210)」を参照してくださ
い。
• OpenSearch API への呼び出しを行うには、独自リクエストに署名する必要があります。各種言語のサ
ンプルコードについては、「the section called “HTTP リクエストの署名” (p. 196)」を参照してくださ
い。OpenSearch API は、次の形式を使用します。
domain-id.region.es.amazonaws.com

例えば、次のリクエストは、thor の movies インデックスを検索します。
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GET https://my-domain.us-east-1.es.amazonaws.com/movies/_search?q=thor

Note
このサービスは、署名バージョン 4 で署名された HTTP POST リクエストの URL で渡されるパ
ラメータを無視します。

複数のポリシーが衝突する場合
複数のポリシーが同意しない、あるいはユーザーを明示的に指定しない場合、困難が生じます。IAM ユー
ザーガイドの「IAM の詳細を理解する」では、ポリシーの評価ロジックの適切な概要が説明されていま
す。
• デフォルトでは、すべてのリクエストが拒否されます。
• 明示的な許可はこのデフォルトに優先します。
• 明示的な拒否はすべての許可に上書きされます。
例えば、リソースベースのポリシーがドメインサブリソース (OpenSearch インデックスまたは API) にア
クセスを許可しているが、アイデンティティベースのポリシーはアクセスを拒否するため、アクセスは拒
否されます。アイデンティティベースのポリシーとリソースベースのポリシーによってユーザーがアクセ
ス許可を持つべきかを指定いない場合、アクセスは許可されます。ドメインサブリソースのすべての結果
の概要における交差するポリシーの図を以下で参照してください。
リソースベースのポリ
シーで許可

リソースベースのポリ
シーで拒否

リソースベースのポリ
シーで許可あるいは拒否
されない

Allowed in identitybased policy

許可

Deny

Allow

Denied in identity-based
policy

Deny

Deny

Deny

Neither allowed nor
denied in identity-based
policy

Allow

Deny

Deny

ポリシーエレメントのリファレンス
OpenSearch Service では、「IAM ポリシーエレメントのリファレンス」のほとんどのポリシー要素がサ
ポートされています (NotPrincipal は除く)。次の表は、最も一般的なエレメントを示しています。
JSON ポリシーエレメン 概要
ト
Version

ポリシー言語の最新バージョンは 2012-10-17 です。すべてのアクセスポリ
シーでこの値を指定する必要があります。

Effect

このエレメントは、指定されたアクションへのアクセスをステートメントが
許可するか拒否するかを指定します。有効な値は Allow または Deny です。
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JSON ポリシーエレメン 概要
ト
Principal

この要素は、リソースへのアクセスを許可する AWS アカウント、あるいは
IAM ユーザーまたはロールを指定し、いくつかの形式を取ることができま
す。
• AWS アカウント: "Principal":{"AWS": ["123456789012"]} または
"Principal":{"AWS": ["arn:aws:iam::123456789012:root"]}
• IAM ユーザー: "Principal":{"AWS":
["arn:aws:iam::123456789012:user/test-user"]}
• IAM ロール: "Principal":{"AWS":
["arn:aws:iam::123456789012:role/test-role"]}
* ワイルドカードを指定すると、ドメインへの匿名アクセスが有効になりま
す。これは IP ベースの条件 (p. 138)を追加する、VPC サポート (p. 38)を使
用する、またはきめ細かなアクセスコントロール (p. 152)を有効にしない限
り、お勧めしません。
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JSON ポリシーエレメン 概要
ト
Action

OpenSearch Service は、OpenSearch HTTP メソッドに対して ESHttp*
アクションを使用します。残りのアクションは設定 API 用です。すべての
アクションのリストの詳細については、「サービス認証リファレンス」の
「Amazon OpenSearch Service のアクション、リソース、および条件キー」
を参照してください。
特定の es: アクションは、リソースレベルの許可をサポートします。例え
ば、すべてのドメインを削除する許可を付与せずに、1 つの特定のドメイン
のみ削除する許可をユーザーに付与することができます。その他のアクショ
ンはサービス自体に適用されます。例えば、es:ListDomainNames は単一
ドメインのコンテキストでは意味を成しませんが、それでもワイルドカード
を必要とします。

Important
リソースベースのポリシーは、リソースレベルのアクセス権限とは
異なっています。リソースベースのポリシー (p. 133) は、ドメイ
ンにアタッチする完全な JSON ポリシーです。リソースレベルのア
クセス許可は、特定のドメインあるいはサブリソースにアクション
を制限します。実際には、リソースレベルのアクセス許可はリソー
ス、あるいはアイデンティティベースのポリシーのオプションの一
部として捉えることができます。
次のアイデンティティベースのポリシー (p. 135)はすべての es: アクショ
ンを一覧表示し、ドメインのサブリソース (test-domain/*)、ドメインの設
定 (test-domain)、あるいはサービスのみ (*) に適用されるかによってアク
ションをグループ化します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"es:ESHttpDelete",
"es:ESHttpGet",
"es:ESHttpHead",
"es:ESHttpPost",
"es:ESHttpPut",
"es:ESHttpPatch"
],
"Resource": "arn:aws:es:us-west-1:987654321098:domain/testdomain/*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"es:AddTags",
"es:AssociatePackage",
"es:CreateDomain",
"es:CreateOutboundConnection",
"es:DeleteDomain",
"es:DescribeDomain",
"es:DescribeDomainAutoTunes",
"es:DescribeDomainConfig",
"es:DescribeDomains",
"es:DissociatePackage",
"es:ESCrossClusterGet",
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"es:GetCompatibleVersions",
"es:GetUpgradeHistory",
"es:GetUpgradeStatus",
"es:ListPackagesForDomain",
"es:ListTags",
"es:RemoveTags",
"es:StartServiceSoftwareUpdate",
"es:UpdateDomainConfig",
"es:UpdateNotificationStatus",
"es:UpgradeDomain"
],
"Resource": "arn:aws:es:us-west-1:987654321098:domain/testdomain"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"es:AcceptInboundConnection",
"es:CancelServiceSoftwareUpdate",
"es:CreatePackage",
"es:CreateServiceRole",
"es:DeletePackage",
"es:DescribeInboundConnections",
"es:DescribeInstanceTypeLimits",
"es:DescribeOutboundConnections",
"es:DescribePackages",
"es:DescribeReservedInstanceOfferings",
"es:DescribeReservedInstances",
"es:GetPackageVersionHistory",
"es:ListDomainNames",
"es:ListDomainsForPackage",
"es:ListInstanceTypeDetails",
"es:ListInstanceTypes",
"es:ListNotifications",
"es:ListVersions",
"es:PurchaseReservedInstanceOffering",
"es:RejectInboundConnection",
"es:UpdatePackage"
],
"Resource": "*"
}
]
}

Note
es:CreateDomain へのリソースレベルのアクセス権限は直観
的ではないように見えることがあります。(つまり、すでに存在
するドメインを作成するアクセス権限をなぜユーザーに付与す
るのでしょうか？) ワイルドカードの使用でドメインに簡単な命
名スキームを適用できます ("Resource": "arn:aws:es:uswest-1:987654321098:domain/my-team-name-*" など)。
もちろん、次のように、制限がより緩和されたリソース要素のアクションを
含めることもできます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
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}

]

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"es:ESHttpGet",
"es:DescribeDomain"
],
"Resource": "*"

アクションとリソースのペアリングについての詳細は、テーブルの
Resource 要素を参照してください。
Condition

OpenSearch Service は、IAM ユーザーガイドの「AWS グローバル条件コン
テキストキー」に記載されているほとんどの条件をサポートします。注目す
べき例外には、aws:SecureTransport および aws:PrincipalTag キー
があり、OpenSearch Service はこれらをサポートしていません。
IP ベースのポリシー (p. 138)を設定する場合、次に示すように、IP アドレ
スまたは CIDR ブロックを条件として指定します。
"Condition": {
"IpAddress": {
"aws:SourceIp": [
"192.0.2.0/32"
]
}
}

the section called “アイデンティティベースのポリシー” (p. 135) に記
載されているように、aws:ResourceTag、aws:RequestTag、および
aws:TagKeys 条件キーは、設定 API と OpenSearch API に適用されます。
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Resource

OpenSearch サービスは、3 つの基本的な方法で Resource エレメントを使
用します。
• es:ListDomainNames やフルアクセスを許可するといった、OpenSearch
Service 自体に適用されるアクションには、次の構文を使用します。
"Resource": "*"

• es:DescribeDomain のように、ドメインの設定に関連するアクションに
は、次の構文を使用します。
"Resource": "arn:aws:es:region:aws-account-id:domain/domainname"

• es:ESHttpGet のように、ドメインのサブリソースを適用するアクション
には、次の構文を使用します。
"Resource": "arn:aws:es:region:aws-account-id:domain/domainname/*"

ワイルドカードを使用する必要はありません。OpenSearch Service は、各
OpenSearch インデックスまたは API に異なるアクセスポリシーを定義し
ます。例えば、test-index インデックスへのユーザーのアクセス許可を
制限できます。
"Resource": "arn:aws:es:region:aws-account-id:domain/domainname/test-index"

test-index へのフルアクセスの代わりに、検索 API のみにポリシーを制
限することもできます。
"Resource": "arn:aws:es:region:aws-account-id:domain/domainname/test-index/_search"

個々のドキュメントへのアクセスを制御することもできます。
"Resource": "arn:aws:es:region:aws-account-id:domain/domainname/test-index/test-type/1"

基本的に、OpenSearch によってサブリソースが URI として表現される
場合、アクセスポリシーを使用してサブリソースへのアクセスをコント
ロールできます。どのリソースにユーザーがアクセスできるかをさらに細
かく制御するには、「the section called “きめ細かなアクセスコントロー
ル” (p. 152)」を参照してください。
どのアクションがリソースレベルのアクセス権限をサポートするかの詳細に
ついては、このテーブルの Action 要素を参照してください。
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詳細オプションと API に関する考慮事項
OpenSearch Service にはいくつかの詳細オプションがあり、その 1 つにはアクセスコントロールが関連し
ます (rest.action.multi.allow_explicit_index)。デフォルト設定の true では、特定の状況下で
ユーザーがサブリソースへのアクセス権限を回避することが許可されます。
例えば、次のリソースベースのポリシーを考えます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": [
"arn:aws:iam::123456789012:user/test-user"
]
},
"Action": [
"es:ESHttp*"
],
"Resource": [
"arn:aws:es:us-west-1:987654321098:domain/test-domain/test-index/*",
"arn:aws:es:us-west-1:987654321098:domain/test-domain/_bulk"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": [
"arn:aws:iam::123456789012:user/test-user"
]
},
"Action": [
"es:ESHttpGet"
],
"Resource": "arn:aws:es:us-west-1:987654321098:domain/test-domain/restricted-index/*"
}
]

このポリシーは、test-user に test-index および OpenSearch バルク API へのフルアクセスを付与し
ます。また、GET への restricted-index リクエストを許可します。
次のインデックスリクエストは、見てわかるように、アクセス権限エラーによって失敗します。
PUT https://search-test-domain.us-west-1.es.amazonaws.com/restricted-index/movie/1
{
"title": "Your Name",
"director": "Makoto Shinkai",
"year": "2016"
}

インデックス API とは異なり、バルク API では、単一の呼び出しで多くのドキュメントの作成、更新、削
除を実行できます。多くの場合、これらのオペレーションはリクエスト URL ではなく、リクエストの本
文で指定します。OpenSearch Service が URL を使用してドメインサブリソースへのアクセスを制御する
ため、test-user は、結果的にバルク API を使用して restricted-index に変更を加えることができ
ます。ユーザーにはインデックスで POST アクセス権限が欠如していますが、次のリクエストは成功しま
す。
POST https://search-test-domain.us-west-1.es.amazonaws.com/_bulk

API バージョン 2015-01-01
146

Amazon OpenSearch Service デベロッパーガイド
アクセスポリシーの設定
{ "index" : { "_index": "restricted-index", "_type" : "movie", "_id" : "1" } }
{ "title": "Your Name", "director": "Makoto Shinkai", "year": "2016" }

このような状況では、アクセスポリシーはその目的達成に失敗します。ユーザーがこれらの制限を回避す
ることを防ぐためには、rest.action.multi.allow_explicit_index を false に変更できます。こ
の値が false の場合、リクエストボディでインデックス名を指定するバルク、mget、および msearch API
へのすべての呼び出し動作は停止します。つまり、_bulk への呼び出しは機能しなくなりますが、testindex/_bulk への呼び出しは動作します。この 2 番目のエンドポイントにはインデックス名が含まれる
ため、リクエストボディにそれを指定する必要はありません。
OpenSearch Dashboards (p. 286) は mget および msearch に大きく依存しています。
そのため、この変更後には正常に動作しないことが予想されます。部分的な解決策として
は、rest.action.multi.allow_explicit_index を true のまま残して、特定のユーザーが 1 つ以上
の API にアクセスすることを拒否します。
この設定の変更については、「the section called “高度なクラスター設定” (p. 22)」を参照してください。
同様に、以下のリソースベースのポリシーには 2 つの小さな問題があります。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/test-user"
},
"Action": "es:ESHttp*",
"Resource": "arn:aws:es:us-west-1:987654321098:domain/test-domain/*"
},
{
"Effect": "Deny",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/test-user"
},
"Action": "es:ESHttp*",
"Resource": "arn:aws:es:us-west-1:987654321098:domain/test-domain/restricted-index/*"
}
]

• 明示的な拒否にも関わらず、test-user が GET https://search-test-domain.uswest-1.es.amazonaws.com/_all/_search や GET https://search-test-domain.uswest-1.es.amazonaws.com/*/_search などの呼び出しを実行して、restricted-index のド
キュメントにアクセスできることです。
• Resource エレメントレファレンス restricted-index/* により、test-user はインデックスの
ドキュメントに直接アクセスする権限がありません。しかし、ユーザーにはインデックス全体を削除す
る権限があります。アクセスと削除を防ぐには、このポリシーで restricted-index* を指定する必
要があります。
広範囲な許可と一部の拒否を混合するよりは、最小限の権限の原則を守り、タスクを実行するために
必要なアクセス権限のみを付与することが最も安全なアプローチです。個々のインデックスまたは
OpenSearch オペレーションに対するアクセスコントロールの詳細については、the section called “きめ細
かなアクセスコントロール” (p. 152) を参照してください。

アクセスポリシーの設定
• リソースの作成あるいは変更、そして OpenSearch Service の IP ベースのポリシーに関する説明は、
「the section called “アクセスポリシーの設定” (p. 21)」を参照してください。
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• IAM でアイデンティティベースのポリシーを作成または変更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 。

追加のサンプルポリシー
この章には多くのサンプルポリシーが含まれていますが、AWS アクセスコントロールは複雑なテーマで
あり、例を使用することが一番の理解方法です。詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM アイデン
ティティベースのポリシーの例」を参照してください。

AWSAmazon OpenSearch Service での管理ポリシー
ユーザー、グループ、ロールに許可を追加するには、自分でポリシーを作成するよりも、AWS マネージ
ドポリシーを使用する方が簡単です。チームに必要な許可のみを提供する IAM カスタマーマネージドポリ
シーを作成するには、時間と専門知識が必要です。すぐに使用を開始するために、AWS マネージドポリ
シーを使用できます。これらのポリシーは、一般的なユースケースをターゲット範囲に含めており、AWS
アカウント で利用できます。AWS マネージドポリシーの詳細については、IAM ユーザーガイドの「AWS
マネージドポリシー」を参照してください。
AWS のサービス は、AWS マネージドポリシーを維持し、更新します。AWS マネージドポリシーの許可
を変更することはできません。サービスでは、新しい機能を利用できるようにするために、AWS マネージ
ドポリシーに許可が追加されることがあります。この種類の更新は、ポリシーがアタッチされている、す
べてのアイデンティティ (ユーザー、グループおよびロール) に影響を与えます。新しい機能が立ち上げら
れた場合や、新しいオペレーションが使用可能になった場合に、各サービスが AWS マネージドポリシー
を更新する可能性が最も高くなります。サービスは、AWS マネージドポリシーから許可を削除しないた
め、ポリシーの更新によって既存の許可が破棄されることはありません。
さらに、AWS では、複数のサービスにまたがるジョブ機能のためのマネージドポリシーもサポートしてい
ます。例えば、ViewOnlyAccess AWS マネージドポリシーでは、多くの AWS のサービス およびリソー
スへの読み取り専用アクセスを許可します。あるサービスで新しい機能を立ち上げる場合は、AWS は、追
加された演算とリソースに対し、読み取り専用の許可を追加します。職務機能ポリシーのリストと説明に
ついては、「IAM ユーザーガイド」の「ジョブ機能の AWS マネージドポリシー」を参照してください。

AmazonOpenSearchServiceFullAccess
AWS アカウント のために OpenSearch Service 設定 API オペレーションとリソースへのフルアクセス権
を付与します。
AmazonOpenSearchServiceFullAccess ポリシーは、IAM コンソールにあります。

AmazonOpenSearchServiceReadOnlyAccess
AWS アカウント のためにすべての OpenSearch Service リソースへの読み取り専用アクセス権を付与しま
す。
AmazonOpenSearchServiceReadOnlyAccess ポリシーは、IAM コンソールにあります。

AmazonOpenSearchServiceRolePolicy
IAM エンティティに AmazonOpenSearchServiceRolePolicy を添付することはできません。このポ
リシーは、OpenSearch Service がアカウントリソースにアクセスすることを許可する、サービスにリン
クされたロールにアタッチされます。詳細については、「the section called “サービスにリンクされたロー
ル” (p. 193)」を参照してください。
AmazonOpenSearchServiceRolePolicy ポリシーは、IAM コンソールにあります。
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AmazonOpenSearchServiceCognitoAccess
Cognito 認証 (p. 180)を有効にするために必要な最小限の Amazon Cognito の許可を提供します。
AmazonOpenSearchServiceCognitoAccess ポリシーは、IAM コンソールにあります。

AWS管理ポリシーに関する Open Search サービスの更新
OpenSearch Service の AWS 管理ポリシーの更新に関する詳細を、このサービスがこれらの変更の追跡を
開始した以降の分について表示します。
変更

説明

日付

「AmazonOpenSearchServiceRolePolicy」
いくつかの ec2 許可を追加し
および
ました。これらの許可は現在使
用されていません。
「AmazonElasticsearchServiceRolePolicy」
を更新しました。
非推奨の Elasticsearch ポリ
シーも、下位互換性を確保する
ために更新されました。

2022 年 10 月 13 日

OpenSearch クラスターメト
「AmazonOpenSearchServiceRolePolicy」
リクスを Amazon CloudWatch
および
に発行するために必要な
「AmazonElasticsearchServiceRolePolicy」
PutMetricData アクションの
を更新しました。
サポートが追加されました。

2022 年 9 月 12 日

非推奨の Elasticsearch ポリ
シーも、下位互換性を確保する
ために更新されました。
ポリシーの JSON については、
「IAM コンソール」を参照して
ください。
「AmazonOpenSearchServiceRolePolicy」
acm リソースタイプのサポー
および
トを追加しました。このポリ
シーは、カスタムエンドポイン
「AmazonElasticsearchServiceRolePolicy」
ト (p. 62)対応ドメインを作成
を更新しました。
および更新するために、ACM
リソースの検証にサービスにリ
ンクされたロール (p. 193)が
必要とする最小限の AWS
Certificate Manager (ACM) 読み
取り専用許可を提供します。

2022 年 7 月 28 日

非推奨の Elasticsearch ポリ
シーも、下位互換性を確保する
ために更新されました。
「AmazonOpenSearchServiceCognitoAccess」
UpdateUserPoolClientア
および
クション用のサポートを追加
します。Elasticsearch から
「AmazonESCognitoAccess」を
OpenSearch へのアップグレー
更新しました。
ド時に、Cognito user pool を設
定するために必要です。
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変更

説明

日付

SetIdentityPoolRolesすべ
てのリソースへのアクセスを許
可するアクションの権限を修正
しました。
非推奨の Elasticsearch ポリ
シーも、下位互換性を確保する
ために更新されました。
「AmazonOpenSearchServiceRolePolicy」
security-group リソースタ
を更新
イプのサポートを追加しまし
た。このポリシーは、VPC ア
クセス (p. 180)を有効にする
ために、サービスにリンクさ
れたロール (p. 193)で必要な
最小限の Amazon EC2 および
Elastic Load Balancing の許可
を提供します。

2021 年 9 月 9 日

• 「AmazonOpenSearchServiceFullAccess」
この新しいポリシーは、古い
ポリシーを置き換えるための
を追加
• 「AmazonESFullAccess」を廃 ものです。どちらのポリシー
も、OpenSearch Service 設定
止
API および OpenSearch API の
すべての HTTP メソッドへの
フルアクセスを提供します。き
め細かなアクセスコントロー
ル (p. 152)およびリソース
ベースのポリシー (p. 133)は
引き続きアクセスを制限できま
す。

2021 年 9 月 7 日

• 「AmazonOpenSearchServiceReadOnlyAccess」
この新しいポリシーは、
2021 年 9 月 7 日
古いポリシーを置き換える
を追加
• 「AmazonESReadOnlyAccess」 ためのものです。どちらの
ポリシーも、OpenSearch
を廃止
Service 設定 API
(es:Describe*、es:List*、
およびes:Get*) への読み取
り専用アクセスを許可します
が、OpenSearch API の HTTP
メソッドへのアクセスは許可し
ません。
• 「AmazonOpenSearchServiceCognitoAccess」
この新しいポリシーは、古い
ポリシーを置き換えるための
を追加
ものです。どちらのポリシー
• 「AmazonESCognitoAccess」
も、Cognito 認証 (p. 180)を有
を廃止
効にするために必要な最小限の
Amazon Cognito の許可を提供
します。
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変更

説明

日付

• 「AmazonOpenSearchServiceRolePolicy
この新しいポリシーは、
(p. 193)」
を追加
古いポリシーを置き換える
ためのものです。どちらの
• 「AmazonElasticsearchServiceRolePolicy」
ポリシーも、VPC アクセ
を廃止
ス (p. 180)を有効にするた
めに、サービスにリンクされ
たロール (p. 193)で必要な
最小限の Amazon EC2 および
Elastic Load Balancing の許可
を提供します。

2021 年 9 月 7 日

変更の追跡を開始しました

2021 年 9 月 7 日

Amazon OpenSearch Service
は、AWS 管理ポリシーへの変
更を追跡するようになりまし
た。

サービス間での不分別な代理処理の防止
混乱した代理問題とは、あるアクションを実行する許可を持たないエンティティが、より多くの特権を持
つエンティティにアクションの実行を強制できることで生じるセキュリティ上の問題です。AWS では、
サービス間でのなりすましが、混乱した代理問題を生じさせる可能性があります。サービス間でのなりす
ましは、1 つのサービス (呼び出し元サービス) が、別のサービス (呼び出し先サービス) を呼び出す場合に
発生します。呼び出し元サービスが操作され、それ自身のアクセス許可を使用して、本来アクセス許可が
付与されるべきではない方法で別の顧客のリソースに対して働きかけることがあります。これを防ぐため
に AWS では、お客様のすべてのサービスのデータを保護するのに役立つツールを提供しています。これ
には、アカウントのリソースへのアクセス権が付与されたサービスプリンシパルを使用します。
リソースポリシー内では aws:SourceArn および aws:SourceAccount のグローバル条件コンテキス
トキーを使用して、Amazon OpenSearch Service が別のサービスに付与する、リソースへのアクセス許
可を制限することをお勧めします。aws:SourceArn の値に Amazon S3 バケット ARN などのアカウン
ト ID が含まれていない場合は、両方のグローバル条件コンテキストキーを使用して、アクセス許可を制
限する必要があります。同じポリシーステートメントでこれらのグローバル条件コンテキストキーの両方
を使用し、アカウント ID にaws:SourceArn の値が含まれていない場合、aws:SourceAccount 値と
aws:SourceArn 値の中のアカウントには、同じアカウント ID を使用する必要があります。クロスサー
ビスのアクセスにリソースを 1 つだけ関連付けたい場合は、aws:SourceArn を使用します。クロスサー
ビスが使用できるように、アカウント内の任意のリソースを関連づけたい場合は、aws:SourceAccount
を使用します。
aws:SourceArn の値は OpenSearch Service ドメインの ARN でなければなりません。
不分別な代理処理の問題から保護するための最も効果的な方法は、リソースの完全な ARN を指定
しながら、aws:SourceArn グローバル条件コンテキストキーを使用することです。リソースの
完全な ARN が不明な場合や、複数のリソースを指定する場合には、グローバルコンテキスト条件
キー aws:SourceArn で、ARN の未知部分を示すためにワイルドカード (*) を使用します。例え
ば、arn:aws:es:*:123456789012:* です。
次の例では、OpenSearch Service で aws:SourceArn および aws:SourceAccount 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。
{

"Version":"2012-10-17",
"Statement":{
"Sid":"ConfusedDeputyPreventionExamplePolicy",
"Effect":"Allow",
"Principal":{
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}

"Service":"es.amazonaws.com"
},
"Action":"sts:AssumeRole",
"Condition":{
"StringEquals":{
"aws:SourceAccount":"123456789012"
},
"ArnLike":{
"aws:SourceArn":"arn:aws:es:region:123456789012:domain/my-domain"
}
}

Amazon OpenSearch Service のきめ細かなアクセ
スコントロール
きめ細かなアクセスコントロールは、Amazon OpenSearch Service のデータへのアクセスをコントロー
ルする追加の方法を提供します。例えば、リクエスト者によっては、検索で 1 つのインデックスのみから
結果が返されるようにしたい場合があります。ドキュメント内の特定のフィールドを非表示にしたい場合
や、特定のドキュメントをまとめて除外したい場合もあります。きめ細かなアクセスコントロールには、
以下の利点があります。
• ロールベースアクセスコントロール
• インデックスレベル、ドキュメントレベル、フィールドレベルのセキュリティ
• OpenSearch Dashboards マルチテナンシー
• OpenSearch および OpenSearch Dashboards の HTTP 基本認証
トピック
• 全体像: きめ細かなアクセスコントロールと OpenSearch Service セキュリティ (p. 152)
• 主要なコンセプト (p. 155)
• きめ細かなアクセスコントロールの有効化 (p. 156)
• マスターユーザーとして OpenSearch Dashboards にアクセスする (p. 158)
• 許可の管理 (p. 159)
• 推奨される設定 (p. 162)
• 制約事項 (p. 163)
• マスターユーザーの変更 (p. 164)
• 追加のマスターユーザー (p. 165)
• 手動スナップショット (p. 166)
• 統合 (p. 166)
• REST API の相違点 (p. 166)
• チュートリアル: IAM マスターユーザーと Amazon Cognito (p. 167)
• チュートリアル: 内部ユーザーデータベースと HTTP 基本認証 (p. 170)

全体像: きめ細かなアクセスコントロールと
OpenSearch Service セキュリティ
Amazon OpenSearch Service のセキュリティには 3 つの主要なレイヤーがあります。
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ネットワーク
最初のセキュリティレイヤーはネットワークであり、リクエストが OpenSearch Service ドメインに
到達するかどうかを決定します。ドメインを作成するときに [パブリックアクセス] を選択した場合、
インターネットに接続されたクライアントからのリクエストがドメインエンドポイントに到達できま
す。[VPC アクセス] を選択した場合、クライアントがエンドポイントに到達するためには、クライア
ントが VPC に接続する必要があります (かつ、関連するセキュリティグループがその接続を許可する
必要があります)。詳細については、「the section called “VPC サポート” (p. 38)」を参照してくださ
い。
ドメインアクセスポリシー
2 番目のセキュリティレイヤーは、ドメインアクセスポリシーです。リクエストがドメインエンド
ポイントに到達すると、リソースベースのアクセスポリシー (p. 133)により、指定された URI へ
のアクセスリクエストが許可または拒否されます。このアクセスポリシーにより、リクエストは
OpenSearch 自体に到達する前に、ドメインの「エッジ」で許可または拒否されます。
きめ細かなアクセスコントロール
最後の 3 番目のセキュリティレイヤーは、きめ細かなアクセスコントロールです。リソースベースの
アクセスポリシーにより、リクエストがドメインエンドポイントに到達することが許可された後、き
め細かなアクセスコントロールにより、ユーザー認証情報が評価されて、ユーザーが認証されるか、
リクエストが拒否されます。きめ細かなアクセスコントロールによりユーザーが認証された場合、そ
のユーザーにマッピングされているすべてのロールが取得され、付与されるすべての許可を使用して
リクエストの処理方法が決定されます。

Note
リソースベースのアクセスポリシーに IAM ユーザーまたはロールが含まれる場合、クライアン
トは AWS 署名バージョン 4 を使用して署名付きリクエストを送信する必要があります。そのた
め、アクセスポリシーは、特に内部ユーザーデータベースと HTTP 基本認証を使用する場合、
きめ細かなアクセスコントロールと競合することがあります。ユーザー名とパスワードで、かつ
IAM 認証情報で、リクエストに署名することはできません。一般に、きめ細かなアクセスコント
ロールを有効にする場合は、署名付きリクエストを必須としないドメインアクセスポリシーを使
用することをお勧めします。
以下の図表は、きめ細かなアクセスコントロールが有効な VPC アクセスドメイン、IAM ベースのアクセ
スポリシー、IAM マスターユーザーという、一般的な構成を示しています。

以下の図表は、きめ細かなアクセスコントロールが有効なパブリックアクセスドメイン、IAM プリンシパ
ルを使用しないアクセスポリシー、内部ユーザーデータベース内のマスターユーザーという、別の一般的
な構成を示しています。
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例
movies/_search?q=thor への GET リクエストを考えてみます。ユーザーに movies インデックスを検
索する許可があることを確認します。その場合、ユーザーにその内部のすべてのドキュメントを表示する
許可があることを確認します。レスポンスで、フィールドを省略または匿名化するかを選択します。マス
ターユーザーの場合、レスポンスは以下のようになります。
{

"hits": {
"total": 7,
"max_score": 8.772789,
"hits": [{
"_index": "movies",
"_type": "_doc",
"_id": "tt0800369",
"_score": 8.772789,
"_source": {
"directors": [
"Kenneth Branagh",
"Joss Whedon"
],
"release_date": "2011-04-21T00:00:00Z",
"genres": [
"Action",
"Adventure",
"Fantasy"
],
"plot": "The powerful but arrogant god Thor is cast out of Asgard to live amongst
humans in Midgard (Earth), where he soon becomes one of their finest defenders.",
"title": "Thor",
"actors": [
"Chris Hemsworth",
"Anthony Hopkins",
"Natalie Portman"
],
"year": 2011
}
},
...
]
}

}

許可がより制限されたユーザーが上記と同じリクエストを発行した場合、レスポンスは以下のようになり
ます。
{

"hits": {
"total": 2,
"max_score": 8.772789,
"hits": [{
"_index": "movies",
"_type": "_doc",
"_id": "tt0800369",
"_score": 8.772789,
"_source": {
"year": 2011,
"release_date":
"3812a72c6dd23eef3c750c2d99e205cbd260389461e19d610406847397ecb357",
"plot": "The powerful but arrogant god Thor is cast out of Asgard to live amongst
humans in Midgard (Earth), where he soon becomes one of their finest defenders.",
"title": "Thor"
}
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}

}

]

},
...

レスポンスでは、ヒット数、およびヒットあたりのフィールド数が少なくなっています。ま
た、release_date フィールドは匿名化されています。許可のないユーザーが上記と同じリクエストを発
行した場合、クラスターによってエラーが返されます。
{

"error": {
"root_cause": [{
"type": "security_exception",
"reason": "no permissions for [indices:data/read/search] and User [name=limited-user,
roles=[], requestedTenant=null]"
}],
"type": "security_exception",
"reason": "no permissions for [indices:data/read/search] and User [name=limited-user,
roles=[], requestedTenant=null]"
},
"status": 403

}

ユーザーが無効な認証情報を提供した場合、クラスターによって Unauthorized 例外が返されます。

主要なコンセプト
ロールは、きめ細かなアクセスコントロールの主要な使用方法です。この場合、ロールは IAM ロールとは
異なります。ロールには、クラスター全体、インデックス固有、ドキュメントレベル、フィールドレベル
の許可の任意の組み合わせが含まれます。
ロールを設定したら、1 人以上のユーザーにマッピングします。例えば、3 つのロールを 1 人のユーザー
にマッピングできます。1 つは Dashboards へのアクセスを許可し、1 つは index1 への読み取り専用ア
クセスを許可し、もう 1 つは index2 への書き込みアクセスを許可します。または、これらのすべての許
可を 1 つのロールに含めることもできます。
ユーザーとは、OpenSearch クラスターに対してリクエストを行うユーザーまたはアプリケーションで
す。ユーザーは、リクエストを行うときに指定する認証情報 (IAM アクセスキーまたはユーザー名とパス
ワードのいずれか) を持っています。Amazon OpenSearch Service のきめ細かなアクセスコントロール
で、ドメインを設定するときにマスターユーザー用にいずれかの認証情報を選択します。マスターユー
ザーはクラスターに対する完全な許可を持ち、ロールとロールマッピングを管理します。
• マスターユーザー用に IAM を選択した場合、クラスターに対するすべてのリクエストは AWS 署名
バージョン 4 を使用して署名される必要があります。サンプルコードについては、「the section called
“HTTP リクエストの署名” (p. 196)」を参照してください。
複数のクラスターで同じユーザーを使用する場合、Amazon Cognito を使用して Dashboards にアク
セスする場合、または署名バージョン 4 の署名をサポートする OpenSearch クライアントがある場合
は、IAM をお勧めします。
• 内部ユーザーデータベースを選択した場合は、HTTP 基本認証 (および IAM 認証情報) を使用して、クラ
スターに対してリクエストを行うことができます。ほとんどのクライアントは、curl などベーシック認
証をサポートしています。また、—aws-sigv4 オプションで AWS Signature Version 4 もサポートしてい
ます。内部ユーザーデータベースは OpenSearch インデックスに保存されるため、他のクラスターと共
有することはできません。
複数のクラスター間でユーザーを再利用する必要がない場合、Dashboards へのアクセスに Amazon
Cognito ではなく HTTP 基本認証を使用する場合、または基本認証のみをサポートするクライアントが
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ある場合は、内部ユーザーデータベースをお勧めします。OpenSearch Service の使用を開始するには、
内部ユーザーデータベースが最もシンプルな方法です。

きめ細かなアクセスコントロールの有効化
コンソール、AWS CLI、または configuration API を使用して、きめ細かなアクセスコントロールを有効に
します。この手順については、「ドメインの作成と管理 (p. 16)」を参照してください。
きめ細かなアクセスコントロールには、OpenSearch または Elasticsearch 6.7 以降が必要です。また、ド
メインへのすべてのトラフィックに HTTPS、保管時のデータの暗号化 (p. 130)、およびノード間の暗号
化 (p. 132)を要求します。きめ細かなアクセスコントロールを有効にした後、無効にすることはできませ
ん。

既存のドメインでのきめ細かなアクセスコントロールの有効化
OpenSearch または Elasticsearch 6.7 以降を実行している既存のドメインに対して、きめ細かなアクセス
コントロールを有効にすることができます。

既存のドメインに対してきめ細かなアクセスコントロールを有効にするには (コンソール)
1.

ドメインを選択し、[アクション] および [セキュリティ設定の編集] を選択します。

2.

[きめ細かなアクセスコントロールを有効にする] を選択します。

3.

マスターユーザーの作成方法を選択します。
• ユーザー管理に IAM を使用する場合は、[IAM ARN をマスターユーザーとして設定] を選択し、IAM
ロールの ARN を指定します。
• 内部ユーザーデータベースを使用する場合は、[マスターユーザーの作成] を選択し、ユーザー名と
パスワードを指定します。

4.

(オプション) [Open/IP ベースのアクセスポリシーの移行期間を有効にする] を選択します。この設定
により、30 日間の移行期間が有効になります。この期間中、既存のユーザーが中断することなくドメ
インにアクセスできるようになり、IP ベースのアクセスポリシー (p. 138)は引き続きドメインで動
作します。この移行期間中に、管理者が必要なロールを作成し、それらをドメインのユーザーにマッ
プする (p. 159)ことをお勧めします。オープンアクセスポリシーまたは IP ベースのアクセスポリ
シーの代わりに ID ベースのポリシーを使用している場合は、この設定を無効にすることができます。
また、移行期間中にきめ細かなアクセス制御を使用するようにクライアントを更新する必要がありま
す。例えば、IAM ユーザーをきめ細かいアクセス制御でマッピングする場合、クライアントを更新し
て AWS 署名バージョン 4 でリクエストの署名を開始する必要があります。きめ細かなアクセス制御
を使用して HTTP 基本認証を構成する場合、リクエストに応じた基本認証資格情報を提供するように
クライアントを更新する必要があります。
移行期間中、ドメインの OpenSearch ダッシュボードエンドポイントにアクセスするユーザーは、
ログインページではなく、Discover ページに直接アクセスします。管理者とマスターユーザー
は、Login を選択して管理者の認証情報を使用してログインし、ロールのマッピングを設定できま
す。

Important
OpenSearch Service は 30 日後に移行期間を自動的に無効にします。必要なロールを作成し
てユーザーにマップしたら、すぐに終了することをお勧めします。移行期間が終了した後、
再度有効化することはできません。
5.

[Save changes] (変更の保存) をクリックします。

この変更により、青/緑のデプロイ (p. 22)がトリガーされ、その間にクラスターの状態が赤になりますが、
すべてのクラスターオペレーションは影響を受けません。
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既存のドメインに対してきめ細かなアクセスコントロールを有効にするには (CLI)
きめ細かなアクセスコントロールを使用して移行期間を有効にするには、AnonymousAuthEnabled を
true に設定します。
aws opensearch update-domain-config --domain-name test-domain --region us-east-1 \
--advanced-security-options '{ "Enabled": true, "InternalUserDatabaseEnabled":true,
"MasterUserOptions": {"MasterUserName":"master-username","MasterUserPassword":"masterpassword"},"AnonymousAuthEnabled": true}'

default_role について
きめ細かなアクセスコントロールには、ロールマッピング (p. 161)が必要です。ドメインがアイデン
ティティベースのアクセスポリシー (p. 135)を使用している場合、OpenSearch サービスは、既存のユー
ザーを適切に移行できるように、IAM ユーザーを default_role という新しいロールに自動的にマップしま
す。この一時的なマッピングにより、独自のロールマッピングを作成するまで、ユーザーは IAM 署名付き
GET および PUT リクエストを正常に送信できます。
ロールによって、OpenSearch サービスドメインにセキュリティの脆弱性や欠陥が追加されることはあり
ません。独自のロールを設定したら、すぐにデフォルトのロールを削除して、それに応じてマッピングす
ることをお勧めします。

移行シナリオ
次の表に、既存のドメインできめ細かなアクセス制御を有効にする前と後の各認証方式の動作と、管理者
がユーザーをロールに適切にマッピングするために必要な手順について説明します。
認証方法

きめ細かなア
クセスコント
ロールの有効
化の前

きめ細かなアクセスコン 管理タスク
トロールの有効化の後

アイデンティ
ティベースの
ポリシー

IAM ポリシー
を満たすすべ
ての IAM ユー
ザーは、ドメ
インにアクセ
スできます。

移行期間を有効にする必 1. ドメインでカスタムロールマッピング
要はありません。
を作成します。

IP ベースのポ
リシー

許可された IP
アドレスまた
は CIDR ブロッ
クのすべての
ユーザーが
ドメインにア
クセスできま
す。

30 日間の移行期間中
1. ドメインでカスタムロールマッピング
は、許可された IP アド
を作成します。
レスまたは CIDR ブロッ 2. ロールマッピングの設定に応じて、基
クのすべてのユーザーが
本認証情報または IAM 認証情報を提
引き続きドメインにアク
供するようにクライアントを更新しま
セスできます。
す。

OpenSearch Service
は、ドメインにアクセ
スし続けることができ
るように、IAM ポリ
シーを満たすすべての
IAM ユーザーを自動的
に default_role (p. 157)
にマッピングします。
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2. default_role を削除します。

3. 移行期間を無効にします。許可された
IP アドレスまたは CIDR ブロックか
らのユーザーは、基本認証または IAM
認証情報なしでリクエストを送信する
と、ドメインへのアクセスが失われま
す。

Amazon OpenSearch Service デベロッパーガイド
マスターユーザーとして OpenSearch
Dashboards にアクセスする

認証方法

きめ細かなア
クセスコント
ロールの有効
化の前

きめ細かなアクセスコン 管理タスク
トロールの有効化の後

オープンアク
セスポリシー

インターネッ
ト上のすべて
のユーザーが
ドメインにア
クセスできま
す。

30 日間の移行期間中
1. ドメインでロールマッピングを作成し
は、インターネット上の
ます。
すべてのユーザーが引き 2. ロールマッピングの設定に応じて、基
続きドメインにアクセス
本認証情報または IAM 認証情報を提
できます。
供するようにクライアントを更新しま
す。
3. 移行期間を無効にします。基本認証ま
たは IAM 認証情報なしでリクエストを
送信するユーザーは、ドメインにアク
セスできなくなります。

マスターユーザーとして OpenSearch Dashboards に
アクセスする
きめ細かなアクセスコントロールには、管理タスクをシンプルにする OpenSearch Dashboards プラグイ
ンがあります。Dashboards を使用して、ユーザー、ロール、マッピング、アクショングループ、テナン
トを管理できます。ただし、OpenSearch Dashboards サインインページと基になる認証方法は、ユーザー
の管理方法とドメインの設定方法によって異なります。
• ユーザー管理に IAM を使用する場合は、the section called “OpenSearch Dashboards の Amazon
Cognito 認証” (p. 180) を使用して、Dashboards にアクセスします。それ以外の方法で
は、Dashboards の「機能しない」サインインページが表示されます。「the section called “制約事
項” (p. 163)」を参照してください。
Amazon Cognito 認証では、ID プールから引き受けたいずれかのロールが、マスターユーザーに指定し
た IAM ロールと一致する必要があります。この設定の詳細については、「the section called “(オプショ
ン) きめ細かなアクセスの設定” (p. 187)」および「the section called “チュートリアル: IAM マスター
ユーザーと Amazon Cognito” (p. 167)」を参照してください。

• 内部ユーザーデータベースを使用することを選択した場合は、マスターユーザー名とパスワードを使用
して Dashboards にサインインできます。HTTPS 経由で Dashboards にアクセスする必要があります。
このログイン画面は、Dashboards の Amazon Cognito 認証と SAML 認証の両方に置き換えられます。
この設定の詳細については、「the section called “チュートリアル: 内部ユーザーデータベースと HTTP
基本認証” (p. 170)」を参照してください。
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• SAML 認証を使用することを選択した場合は、外部 ID プロバイダーからの認証情報を使用してサ
インインできます。詳細については、「the section called “OpenSearch Dashboards の SAML 認
証” (p. 174)」を参照してください。

許可の管理
「the section called “主要なコンセプト” (p. 155)」で説明しているように、ロール、ユーザー、マッピ
ングを使用してきめ細かなアクセスコントロールの許可を管理します。このセクションでは、これらのリ
ソースを作成して適用する方法について説明します。これらの操作を実行するには、マスターユーザーと
して Dashboards にサインイン (p. 158)することをお勧めします。

Note
ユーザーに付与するために選択する権限は、ユースケースによって大きく異なります。このド
キュメントですべてのシナリオを実行可能にカバーすることはできません。ユーザーに付与する
アクセス許可を決定するときは、次のセクションで説明する OpenSearch クラスターとインデッ
クスのアクセス許可を参照し、常に 最小特権の原則 に従ってください。

ロールの作成
OpenSearch Dashboards、または REST API の _plugins/_security オペレーションを使用して、き
め細かなアクセスコントロール用の新しいロールを作成できます。詳細については、「ロールの作成」を
参照してください。
きめ細かなアクセスコントロールには、多くの事前定義されたロールも含まれます。OpenSearch
Dashboards や Logstash などのクライアントは、OpenSearch に対して多種多様なリクエストを行う
ため、最小限の許可のセットを使用してロールを手動で作成するのが難しくなる場合があります。例え
ば、opensearch_dashboards_user ロールには、ユーザーがインデックスパターン、可視化、ダッ
シュボード、およびテナントを操作するのに必要な許可が含まれます。このロールは、他のインデックス
へのアクセスを許可する追加のロールと共に、Dashboards にアクセスするすべてのユーザーまたはバッ
クエンドロールにマッピング (p. 161)することをお勧めします。
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クラスターレベルのセキュリティ
クラスターレベルの許可により、_mget、_msearch、_bulk などの広範なリクエストの実施、ヘルスの
モニタリング、スナップショットの取得などを可能にするかどうかを制御できます。ロールを作成すると
きに、[クラスター許可] セクションを使用してこれらの許可を管理します。クラスタレベルの権限の完全
なリストについては、「クラスタ権限」を参照してください。
多くの場合、個別の権限ではなく、デフォルトのアクショングループの組み合わせを使用して、目的のセ
キュリティ体制を実現できます。クラスターレベルのアクショングループのリストについては、「クラス
ターレベル」を参照してください。

インデックスレベルのセキュリティ
インデックスレベルの許可により、新しいインデックスの作成、インデックスの検索、ドキュメントの読
み取りと書き込み、ドキュメントの削除、エイリアスの管理などを可能にするかどうかを制御できます。
ロールを作成するときに、[インデックス許可] セクションを使用してこれらのアクセス許可を管理しま
す。インデックスレベルの権限の完全なリストについては、「インデックス権限」を参照してください。
多くの場合、個別の権限ではなく、デフォルトのアクショングループの組み合わせを使用して、目的のセ
キュリティ体制を実現できます。インデックスレベルのアクショングループのリストについては、「イン
デックスレベル」を参照してください。

ドキュメントレベルのセキュリティ
ドキュメントレベルのセキュリティにより、インデックス内のどのドキュメントをユーザーが表示できる
かを制限できます。ロールを作成するときに、インデックスパターンと OpenSearch クエリを指定しま
す。そのロールにマッピングされたすべてのユーザーは、クエリに一致するドキュメントのみを表示でき
ます。ドキュメントレベルのセキュリティは、検索時に受け取るヒットの数 (p. 154)に影響します。
詳細については、「ドキュメントレベルのセキュリティ」を参照してください。

フィールドレベルのセキュリティ
フィールドレベルのセキュリティにより、どのドキュメントフィールドをユーザーが表示できるかを制御
できます。ロールを作成するときに、含めるフィールドと除外するフィールドのリストを追加します。
フィールドを含めると、そのロールにマッピングされたユーザーはそれらのフィールドのみを表示できま
す。フィールドを除外すると、除外されたフィールドを除くすべてのフィールドを表示できます。フィー
ルドレベルのセキュリティは、検索時にヒットに含まれるフィールドの数 (p. 154)に影響します。
詳細については、「フィールドレベルのセキュリティ」を参照してください。

フィールドのマスキング
フィールドのマスキングは、フィールドレベルのセキュリティに代わるもので、フィールド内のデータを
完全に削除するのではなく、匿名化できます。ロールを作成するときに、マスクするフィールドのリスト
を追加します。フィールドのマスキングは、検索時にフィールドの内容を表示できるかどうか (p. 154)に
影響します。

Tip
標準のマスキングをフィールドに適用すると、OpenSearch Service は不正確な集計結果を引き起
こす可能性のある安全でランダムなハッシュを使用します。マスキングされたフィールドで集計
を実施するには、代わりにパターンベースのマスキングを使用します。

ユーザーの作成
内部ユーザーデータベースを有効にした場合、OpenSearch Dashboards、または REST API の
_plugins/_security オペレーションを使用してユーザーを作成できます。詳細については、「ユー
ザーの作成」を参照してください。
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マスターユーザーに IAM を選択した場合は、Dashboards のこの部分は無視してください。代わり
に、IAM ユーザーと IAM ロールを作成します。詳細については、IAM ユーザーガイドを参照してくださ
い。

ユーザーへのロールのマッピング
ロールのマッピングは、きめ細かなアクセスコントロールの最も重要な側面です。きめ細かなアクセスコ
ントロールには、使用の開始に役立ついくつかの事前定義されたロールがありますが、ロールをユーザー
にマッピングしない限り、クラスターに対するすべてのリクエストは許可エラーという結果になります。
バックエンドロールは、ロールをユーザーにマッピングする別の方法です。同じロールを多数の異なる
ユーザーにマッピングするのではなく、ロールを 1 つのバックエンドロールにマッピングしてから、すべ
てのユーザーがそのバックエンドロールを持つようにできます。バックエンドロールは、IAM ロールまた
は任意の文字列にすることができます。
• ユーザー、IAM ユーザー ARN、および Amazon Cognito ユーザー文字列を [ユーザー] セクションで指定
します。Cognito ユーザー文字列の形式は Cognito/user-pool-id/username です。
• [バックエンドロール] セクションで、バックエンドロールと IAM ロール ARN を指定します。

OpenSearch Dashboards、または REST API の _plugins/_security オペレーションを使用して、
ロールをユーザーにマッピングできます。詳細については、「ユーザーをロールにマッピングする」を参
照してください。

アクショングループの作成
アクショングループは、さまざまなリソースで再利用できる許可のセットです。OpenSearch
Dashboards、または REST API の _plugins/_security オペレーションを使用して新しいアクション
グループを作成できますが、ほとんどのユースケースではデフォルトのアクショングループで十分です。
デフォルトのアクショングループの詳細については、「デフォルトのアクショングループ」を参照してく
ださい。
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OpenSearch Dashboards マルチテナンシー
テナントは、インデックスパターン、可視化、ダッシュボード、その他の Dashboards オブジェクトを保
存するための領域です。Dashboards マルチテナンシーを使用すると、他の Dashboards ユーザーと作業
を安全に共有できます (プライベートに保持できます)。どのロールがテナントにアクセスできるか、それ
らのロールに読み取りアクセスがあるか書き込みアクセスがあるかを制御できます。グローバルテナント
がデフォルトです。詳細については、「OpenSearch Dashboards マルチテナンシー」を参照してくださ
い。

現在のテナントを表示したりテナントを変更したりするには
1.

OpenSearch Dashboards に移動し、サインインします。

2.

右上隅にあるユーザーアイコンを選択し、[テナントの切り替え] を選択します。

3.

可視化またはダッシュボードを作成する前に、テナントを確認します。他のすべての Dashboards
ユーザーと作業を共有する場合は、[グローバル] を選択します。一部の Dashboards ユーザーと作業
を共有するには、別の共有テナントを選択します。それ以外の場合は、[プライベート] を選択しま
す。

Note
OpenSearch ダッシュボードは、テナントごとに個別のインデックスを維持
し、tenant_template と呼ばれるインデックステンプレートを作成します。テナントインデッ
クスのマッピングが正しく構成されていない場合、OpenSearch ダッシュボードが誤動作する可
能性があるため、tenant_template インデックスを削除または変更しないでください。

推奨される設定
きめ細かなアクセスコントロールは他のセキュリティ機能と連携 (p. 152)するため、ここでは、ほとんど
のユースケースで適切に機能するきめ細かなアクセスコントロールの推奨される設定を示します。
説明

マスター
ユーザー

OpenSearch API への呼び
出しに IAM 認証情報を使用
し、SAML 認証 (p. 174)を
使用して、Dashboards にア
クセスします。Dashboards
または REST API を使用し
て、きめ細かなアクセスコ
ントロールのロールを管理
します。

IAM ユー
ザーまたは
ロール

ドメインアクセスポリシー

{

}

OpenSearch API への呼
び出しに IAM 認証情報ま
たは基本認証を使用しま
す。Dashboards または
REST API を使用して、き
め細かなアクセスコント
ロールのロールを管理しま
す。

ユーザー名
とパスワー
ド

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "*"
},
"Action": "es:ESHttp*",
"Resource": "domain-arn/*"
}
]

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "*"
},
"Action": "es:ESHttp*",
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説明

マスター
ユーザー

この設定は、特に基本認
証のみをサポートする
OpenSearch クライアント
がある場合、多くの柔軟性
を提供します。

ドメインアクセスポリシー

}

]

}

"Resource": "domain-arn/*"

既存の ID プロバイダー
がある場合は、SAML
認証 (p. 174)を使用し
て、Dashboards にアクセ
スします。それ以外の場
合は、内部ユーザーデータ
ベースで Dashboards ユー
ザーを管理します。
OpenSearch API への呼び
出しに IAM 認証情報を使用
し、Amazon Cognito を使用
して、Dashboards にアクセ
スします。Dashboards また
は REST API を使用して、
きめ細かなアクセスコント
ロールのロールを管理しま
す。

IAM ユー
ザーまたは
ロール

{

}

OpenSearch API への呼び
出しに IAM 認証情報を使用
し、Dashboards へのほとん
どのアクセスをブロックし
ます。REST API を使用し
て、きめ細かなアクセスコ
ントロールのロールを管理
します。

IAM ユー
ザーまたは
ロール

{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "*"
},
"Action": "es:ESHttp*",
"Resource": "domain-arn/*"
}
]

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "*"
},
"Action": "es:ESHttp*",
"Resource": "domain-arn/*"
},
{
"Effect": "Deny",
"Principal": {
"AWS": "*"
},
"Action": "es:ESHttp*",
"Resource": "domain-arn/_dashboards*"
}
]

制約事項
きめ細かなアクセスコントロールには、いくつかの重要な制限があります。
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• hosts のロールマッピングの側面は、ロールをホスト名または IP アドレスにマッピングすることです
が、ドメインが VPC 内にある場合は機能しません。ただし、ロールをユーザーとバックエンドロールに
マッピングすることは可能です。
• マスターユーザーに IAM を選択し、Amazon Cognito または SAML 認証を有効にしない場
合、Dashboards の「機能しない」サインインページが表示されます。
• マスターユーザーに IAM を選択しても、内部ユーザーデータベースにユーザーを作成することはできま
す。ただし、この設定では HTTP 基本認証が有効になっていないため、これらのユーザー認証情報で署
名されたリクエストは拒否されます。
• SQL (p. 251) を使用して、アクセスできないインデックスをクエリすると、「許可なし」のエラーが
表示されます。インデックスが存在しない場合、「インデックスなし」のエラーが表示されます。この
エラーメッセージの違いは、インデックスの名前を推測できれば、そのインデックスが存在しているこ
とがわかる点です。
この問題を最小限に抑えるために、インデックス名に機密情報を含めないでください (p. 222)。SQL
へのすべてのアクセスを拒否するには、ドメインアクセスポリシーに以下の要素を追加します。
{

}

"Effect": "Deny",
"Principal": {
"AWS": [
"*"
]
},
"Action": [
"es:*"
],
"Resource": "arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/my-domain/_plugins/_sql"

マスターユーザーの変更
マスターユーザーの詳細を忘れた場合は、コンソール、AWS CLI、または configuration API を使用して再
設定できます。

マスターユーザーを変更するには (コンソール)
1.

https://aws.amazon.com にアクセスし、[コンソールにサインイン] を選択します。

2.

[分析] の下で、[Amazon OpenSearch Service] を選択します。

3.

ドメインを選択します。

4.

[アクション] から [セキュリティ設定の編集] を選択します。

5.

[マスターユーザーとして IAM ARN を設定] または [マスターユーザーを作成] を選択します。
• 以前に IAM マスターユーザーを使用していた場合、きめ細かなアクセスコントロールにより、指定
した新しい IAM ARN に all_access ロールが再マッピングされます。
• 以前に内部ユーザーデータベースを使用していた場合、きめ細かなアクセスコントロールにより、
新しいマスターユーザーが作成されます。新しいマスターユーザーを使用して、古いマスターユー
ザーを削除できます。
• 内部ユーザーデータベースから IAM マスターユーザーへの切り替えでは、内部ユーザーデータベー
スからユーザーを削除しません。代わりに、HTTP 基本認証を無効にするだけです。内部ユーザー
データベースからユーザーを手動で削除するか、HTTP 基本認証を再度有効にする必要がある場合
に備えて、ユーザーを保持します。

6.

[Save changes] (変更の保存) をクリックします。
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追加のマスターユーザー
ドメインの作成時にマスターユーザーを指定しますが、必要に応じて、このマスターユーザーを使用して
追加のマスターユーザーを作成できます。OpenSearch Dashboards または REST API の 2 つのオプショ
ンがあります。
• Dashboards で [セキュリティ]、[ロール] の順に選択し、新しいマスターユーザーを all_access およ
び security_manager ロールにマッピングします。

• REST API を使用するには、以下のリクエストを送信します。
PUT _plugins/_security/api/rolesmapping/all_access
{
"backend_roles": [
"arn:aws:iam::123456789012:role/fourth-master-user"
],
"hosts": [],
"users": [
"master-user",
"second-master-user",
"arn:aws:iam::123456789012:user/third-master-user"
]
}

PUT _plugins/_security/api/rolesmapping/security_manager
{
"backend_roles": [
"arn:aws:iam::123456789012:role/fourth-master-user"
],
"hosts": [],
"users": [
"master-user",
"second-master-user",
"arn:aws:iam::123456789012:user/third-master-user"
]
}

これらのリクエストは現在のロールマッピングを置き換えるため、PUT リクエストに現在のすべての
ロールを含めることができるように、最初に GET リクエストを実行します。REST API が特に役立つの
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は、Dashboards にアクセスできず、IAM ロールを Amazon Cognito から all_access ロールにマッピ
ングする場合です。

手動スナップショット
きめ細かなアクセスコントロールにより、手動スナップショットの取得がいくらか複雑になります。
スナップショットリポジトリを登録するには、HTTP 基本認証を他のすべての目的で使用する場合で
も、the section called “前提条件” (p. 44) で定義されるように、TheSnapshotRole を引き受けるための
iam:PassRole 許可がある IAM ロールに manage_snapshots ロールをマッピングする必要がありま
す。
次に、その IAM ロールを使用して、「the section called “手動スナップショットレポジトリの登
録” (p. 47)」に概説されているように、署名付きリクエストをドメインに送信します。

統合
その他のAWSサービスを (p. 224)OpenSearch Service と併用する場合は、それらのサービスの IAM
ロールに適切な許可を提供する必要があります。例えば、Kinesis Data Firehose の配信ストリームで
は、firehose_delivery_role という名前の IAM ロールがよく使用されます。Dashboards で、き
め細かなアクセスコントロール用のロールを作成 (p. 159)し、そのロールに IAM ロールをマッピン
グ (p. 161)します。この場合、新しいロールには以下の許可が必要です。
{

}

"cluster_permissions": [
"cluster_composite_ops",
"cluster_monitor"
],
"index_permissions": [{
"index_patterns": [
"firehose-index*"
],
"allowed_actions": [
"create_index",
"manage",
"crud"
]
}]

許可は、各サービスが実行するアクションによって異なります。データのインデックスを作成する AWS
IoT ルールまたは AWS Lambda 関数には、Kinesis Data Firehose と同様の許可が必要になる可能性があり
ますが、検索のみを実行する Lambda 関数では、より制限されたアクセス許可のセットを使用できます。

REST API の相違点
きめ細かなアクセスコントロールの REST API は、OpenSearch/Elasticsearch バージョンによってわずか
に異なります。PUT リクエストを行う前に、GET リクエストを行って、想定されるリクエスト本文を確認
します。例えば、GET への _plugins/_security/api/user リクエストはすべてのユーザーを返すた
め、それらの結果を変更して使用して、有効な PUT リクエストを行うことができます。
Elasticsearch 6.x では、ユーザーの作成リクエストは以下のようになります。
PUT _opendistro/_security/api/user/new-user
{
"password": "some-password",
"roles": ["new-backend-role"]
}
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OpenSearch または Elasticsearch 7.x では、リクエストは次のようになります（Elasticsearch を使用して
いる場合は、_pluginsを_opendistroに変更してください)。
PUT _plugins/_security/api/user/new-user
{
"password": "some-password",
"backend_roles": ["new-backend-role"]
}

さらに、Elasticsearch 6.x では、テナントはロールのプロパティです。
GET _opendistro/_security/api/roles/all_access
{

}

"all_access": {
"cluster": ["UNLIMITED"],
"tenants": {
"admin_tenant": "RW"
},
"indices": {
"*": {
"*": ["UNLIMITED"]
}
},
"readonly": "true"
}

OpenSearch と Elasticsearch 7.x では、それらは独自の URI を持つオブジェクトです（Elasticsearch を使
用している場合は、_pluginsを_opendistroに変更してください)。
GET _plugins/_security/api/tenants
{

}

"global_tenant": {
"reserved": true,
"hidden": false,
"description": "Global tenant",
"static": false
}

OpenSearch REST API のドキュメントについては、「セキュリティプラグイン API リファレンス」を参
照してください。

Tip
内部ユーザーデータベースを使用する場合は、curl を使用してリクエストを行い、ドメインをテ
ストできます。次のサンプルコマンドを試してください。
curl -XGET -u 'master-user:master-user-password' 'domain-endpoint/_search'
curl -XGET -u 'master-user:master-user-password' 'domain-endpoint/_plugins/
_security/api/user'

チュートリアル: IAM マスターユーザーと Amazon
Cognito
このチュートリアルでは、一般的なきめ細かなアクセスコントロール (p. 152)のユースケースとし
て、OpenSearch ダッシュボードの Amazon Cognito 認証を受ける IAM マスターユーザーについて説明し
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ます。これらの手順は、認証に Amazon Cognito ユーザープールを使用しますが、この同じ基本プロセス
は、Cognito 認証プロバイダに対して機能するため、異なる IAM ロールを異なるユーザーに割り当てるこ
とができます。

Note
このチュートリアルでは、マスターユーザー用と制限付きユーザー用の 2 つの既存の IAM ロール
があることを前提としています。ロールが 2 つない場合は、作成します。

きめ細かなアクセスコントロールの使用を開始するには
1.

以下の設定でドメインを作成 (p. 16)します。
• OpenSearch 1.0 以降、またはElasticsearch 7.8 以降
• 公開アクセス
• IAM ロールをマスターユーザーとして有効にしたきめ細かなアクセスコントロール (このチュート
リアルの残りの部分では IAMMasterUserRole)
• OpenSearch ダッシュボードで有効になっている Amazon Cognito 認証。Cognito 認証を有効にし、
ユーザーと ID プールを選択する手順については、「the section called “Amazon Cognito を使用する
ためのドメインの設定” (p. 183)」を参照してください。
• 以下のアクセスポリシー:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": [
"*"
]
},
"Action": [
"es:ESHttp*"
],
"Resource": "arn:aws:es:region:account:domain/domain-name/*"
}
]

• ドメインへのすべてのトラフィックに HTTPS を必須とする
• ノード間の暗号化
• 保管中のデータの暗号化
2.

IAM コンソールに移動し、[ロール] を選択します。

3.

IAMMasterUserRole を選択し、[信頼関係] タブに進みます。

4.

[信頼関係の編集] を選択し、Amazon Cognito ID プールがロールを引き受け可能になっていることを
確認します。以下のステートメントが表示されます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Federated": "cognito-identity.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
"Condition": {
"StringEquals": {
"cognito-identity.amazonaws.com:aud": "identity-pool-id"
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}

}

},
"ForAnyValue:StringLike": {
"cognito-identity.amazonaws.com:amr": "authenticated"
}

}]

5.

[信頼ポリシーの更新] を選択します。

6.

同じ信頼ポリシーを 2 番目の IAM ロールに追加します (このチュートリアルの残りの部分では
IAMLimitedUserRole)。

7.

Amazon Cognito コンソールに移動し、[ユーザープールの管理] を選択します。

8.

ユーザープールを選択してから、[ユーザーとグループ] を選択します。

9.

[ユーザーの作成] を選択し、ユーザー名 master-user とパスワードを指定して、[ユーザーの作成]
を選択します。

10. limited-user という名前の別のユーザーを作成します。
11. [グループ] タブに進み、[グループの作成] を選択します。
12. グループに master-user-group という名前を付け、[IAM ロール] ドロップダウンリストで
IAMMasterUserRole を選択してから、[グループの作成] を選択します。
13. IAMLimitedUserRole を使用する limited-user-group という名前の別のグループを作成しま
す。
14. master-user-group を選択し、[ユーザーの追加] を選択してから、master-user を追加します。
15. limited-user-group を選択し、[ユーザーの追加] を選択してから、limited-user を追加しま
す。
16. [アプリクライアントの設定] を選択し、ドメインのアプリクライアント ID をメモします。
17. [フェデレーティッドアイデンティティ] を選択し、ID プールを選択してから、[ID プールの編集] を選
択します。
18. [認証プロバイダー] を展開し、ドメインのユーザープール ID とアプリクライアント ID を見つけて、
[デフォルトロールを使用] を [トークンからロールを選択する] に変更します。
19. 「ロール解決」で、[拒否] を選択します。この設定では、認証後に IAM ロールを受け取るには、ユー
ザーがグループに属している必要があります。
20. [Save Changes] を選択します。
21. OpenSearch Dashboards に移動します。
22. master-user でサインインします。
23. [サンプルデータを追加] を選択し、いくつかのサンプルフライトデータを追加します。
24. [セキュリティ]、[ロール]、[ロールの作成] を選択します。
25. ロールに new-role という名前を付けます。
26. インデックス許可では、インデックスパターンに opensearch_dashboards_sample_data_fli*
を指定します (Elasticsearch ドメインの kibana_sample_data_fli*)。
27. アクショングループで、[読み取り] を選択します。
28. [ドキュメントレベルのセキュリティ] で、以下のクエリを指定します。
{

}

"match": {
"FlightDelay": true
}

29. フィールドレベルのセキュリティでは、[除外] を選択し、FlightNum を指定します。
30. [匿名化] では、Dest を指定します。
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31. [Create] を選択します。
32. [マッピングされたユーザー]、[マッピングの管理] を選択します。次に、外部アイデンティティとして
IAMLimitedUserRole の ARN を追加し、[Map] (マップ) を選択します。
33. ロールのリストに戻り、[opensearch_dashboards_user] を選択します。[マッピングされたユー
ザー]、[マッピングの管理] を選択します。バックエンドロールとして IAMLimitedUserRole の
ARN を追加し、[マップ] を選択します。
34. 新しいプライベートブラウザウィンドウで、Dashboards に移動し、limited-user を使用してサイ
ンインして、[自分で探す] を選択します。
35. [開発ツール] に進み、デフォルトの検索を実行します。
GET _search
{
"query": {
"match_all": {}
}
}

許可エラーに注意してください。limited-user には、クラスター全体の検索を実行する許可があり
ません。
36. 別の検索を実行します。
GET opensearch_dashboards_sample_data_flights/_search
{
"query": {
"match_all": {}
}
}

一致するすべてのドキュメントでは、[FlightDelay] フィールドが true であり、Dest フィールド
が匿名化されて、FlightNum フィールドはありません。
37. 元のブラウザウィンドウで、master-user としてサインインし、[開発ツール] を選択して、同じ検
索を実行します。許可、ヒット数、一致するドキュメント、含まれるフィールドが異なっています。

チュートリアル: 内部ユーザーデータベースと HTTP
基本認証
このチュートリアルでは、内部ユーザーデータベースのマスターユーザーと OpenSearch ダッシュボード
の HTTP 基本認証という、別の一般的なきめ細かなアクセスコントロール (p. 152)のユースケースにつ
いて説明します。

きめ細かなアクセスコントロールの使用を開始するには
1.

以下の設定でドメインを作成 (p. 16)します。
• OpenSearch 1.0 以降、またはElasticsearch 7.9 以降
• 公開アクセス
• 内部ユーザーデータベース内のマスターユーザーによるきめ細かなアクセスコントロール (この
チュートリアルの残りの部分では TheMasterUser)
• Dashboards の Amazon Cognito 認証が無効にされました
• 以下のアクセスポリシー:
{
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}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": [
"*"
]
},
"Action": [
"es:ESHttp*"
],
"Resource": "arn:aws:es:region:account:domain/domain-name/*"
}
]

• ドメインへのすべてのトラフィックに HTTPS を必須とする
• ノード間の暗号化
• 保管中のデータの暗号化
2.

OpenSearch Dashboards に移動します。

3.

TheMasterUser を使用してサインインします。

4.

[サンプルデータを試す] を選択します。

5.

サンプルのフライトデータを追加します。

6.

[セキュリティ]、[内部ユーザー]、[内部ユーザーの作成] を選択します。

7.

ユーザーに new-user という名前を付け、パスワードを指定します。次に [作成] を選択します。

8.

[ロール]、[ロールの作成] を選択します。

9.

ロールに new-role という名前を付けます。

10. インデックス許可では、インデックスパターンに dashboards_sample_data_fli* を指定しま
す。
11. アクショングループで、[読み取り] を選択します。
12. [ドキュメントレベルのセキュリティ] で、以下のクエリを指定します。
{

}

"match": {
"FlightDelay": true
}

13. フィールドレベルのセキュリティでは、[除外] を選択し、FlightNum を指定します。
14. [匿名化] では、Dest を指定します。
15. [Create] を選択します。
16. [マッピングされたユーザー]、[マッピングの管理] を選択します。次に、new-user を [ユーザー] に追
加し、[マップ] を選択します。
17. ロールのリストに戻り、[opensearch_dashboards_user] を選択します。[マッピングされたユー
ザー]、[マッピングの管理] を選択します。次に、new-user を [ユーザー] に追加し、[マップ] を選択
します。
18. 新しいプライベートブラウザウィンドウで、Dashboards に移動し、new-user を使用してサインイ
ンして、[自分で探す] を選択します。
19. [開発ツール] に進み、デフォルトの検索を実行します。
GET _search
{
"query": {
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}

}

"match_all": {}

許可エラーに注意してください。new-user には、クラスター全体の検索を実行する許可がありませ
ん。
20. 別の検索を実行します。
GET dashboards_sample_data_flights/_search
{
"query": {
"match_all": {}
}
}

一致するすべてのドキュメントでは、[FlightDelay] フィールドが true であり、Dest フィールド
が匿名化されて、FlightNum フィールドはありません。
21. 元のブラウザウィンドウで、TheMasterUser としてサインインし、[開発ツール] を選択して、同じ
検索を実行します。許可、ヒット数、一致するドキュメント、含まれるフィールドが異なっていま
す。

Amazon OpenSearch Service のコンプライアンス
検証
サードパーティーの監査者は、さまざまな AWS コンプライアンスプログラムの一環として
Amazon OpenSearch Service のセキュリティとコンプライアンスを評価します。このプログラムに
は、SOC、PCI、HIPAA が含まれます。
特定のコンプライアンスプログラムの範囲内の AWS サービスのリストについては、「コンプライアンス
プログラムによる AWS 対象範囲内のサービス」を参照してください。一般的な情報については、「AWS
コンプライアンスプログラム」を参照してください。
サードパーティーの監査レポートをダウンロードするには、AWS Artifact を使用します。詳細について
は、AWS Artifact のレポートのダウンロード を参照してください。
コンプライアンス要件がある場合は、任意のバージョンの OpenSearch または Elasticsearch 6.0 以降
を使用することを検討してください。以前のバージョンの Elasticsearch は、保管中のデータの暗号
化 (p. 130)およびノード間の暗号化 (p. 132)の組み合わせを提供しておらず、ニーズを満たすことはほ
とんどありません。きめ細かなアクセスコントロール (p. 152)がユースケースにとって重要である場合
は、任意のバージョンの OpenSearch または Elasticsearch 6.7 以降の使用を検討してください。
いずれにしても、ドメインの作成時に特定の OpenSearch または Elasticsearch バージョンを選択して
も、コンプライアンスが保証されるわけではありません。OpenSearch Service を使用する際のお客様の
コンプライアンス責任は、データの機密性、企業のコンプライアンス目的、適用法規によって決まりま
す。AWS ではコンプライアンスに役立つ以下のリソースを用意しています。
• 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、機密性とコンプライアンスに焦点を当て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提供します。
• HIPAA の機密性とコンプライアンスに関するホワイトペーパーを作成する - このホワイトペーパーは、
企業が AWS を使用して HIPAA 準拠のアプリケーションを作成する方法について説明しています。
• AWS コンプライアンスのリソース - このワークブックとガイドのコレクションは、お客様の業界や所在
地に適用される場合があります。
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• AWS Config - この AWS サービスは、お客様のリソース構成が、社内の慣行、業界ガイドラインおよび
規制にどの程度準拠しているかを評価するものです。
• AWS Security Hub - この AWS サービスは、セキュリティ業界の標準やベストプラクティスに準拠して
いるかどうかを確認するために、AWS 内のセキュリティ状態を包括的に表示するものです。

Amazon OpenSearch の耐障害性
AWS グローバルインフラストラクチャは AWS リージョン およびアベイラビリティーゾーンを中心に構
築されています。AWS リージョン には、低レイテンシー、高いスループット、そして高度の冗長ネット
ワークで接続されている複数の物理的に独立・隔離されたアベイラビリティーゾーンがあります。アベイ
ラビリティーゾーンでは、アベイラビリティーゾーン間で中断せずに、自動的にフェイルオーバーするア
プリケーションとデータベースを設計および運用することができます。アベイラビリティーゾーンは、従
来の単一または複数のデータセンターインフラストラクチャよりも可用性、耐障害性、および拡張性が優
れています。
AWS リージョン とアベイラビリティーゾーンの詳細については、「AWS グローバルインフラストラク
チャ」を参照してください。
OpenSearch Service では、AWS グローバルインフラストラクチャに加えて、データの耐障害性とバック
アップのニーズに対応できるように複数の機能を提供しています。
• マルチ AZ ドメインとレプリカシャード (p. 34)
• 自動スナップショットと手動スナップショット (p. 44)

Amazon OpenSearch Service でのインフラストラ
クチャセキュリティ
マネージドサービスである Amazon OpenSearch Service は、「Amazon Web Services: Overview of
Security Processes」(Amazon Web Services: セキュリティプロセスの概要) のホワイトペーパーで説明さ
れている AWS グローバルネットワークセキュリティ手順で保護されています。
AWS 公開された API 呼び出しを使用し、ネットワークを介して OpenSearch Service 設定 API にアクセ
スできます。クライアントで Transport Layer Security (TLS) 1.0 以降がサポートされている必要がありま
す。TLS 1.2 以降が推奨されています。許容する最低限必要な TLS バージョンを設定するには、ドメイン
エンドポイントオプションの TLSSecurityPolicy 値を指定します。詳細については、「AWS CLI コマ
ンドリファレンス」を参照してください。
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、設定 API に対するリクエストは、アクセスキー ID と、IAM プリンシパルに関連付けられている
シークレットアクセスキーを使用して署名する必要があります。または、AWS Security Token Service
(AWS STS) を使用して、一時セキュリティ認証情報を生成し、リクエストに署名することもできます。
ドメイン設定に応じて、OpenSearch API へのリクエストに署名する必要があることもあります。詳細に
ついては、「the section called “OpenSearch Service リクエストの作成と署名” (p. 139)」を参照してく
ださい。
OpenSearch Service は、パブリックアクセスドメインをサポートしており、インターネットに接続され
た任意のデバイスからリクエストを受信できます。また、パブリックインターネットから分離されている
VPC アクセスドメイン (p. 38)もサポートしています。
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OpenSearch Dashboards の SAML 認証
OpenSearch Dashboards の SAML 認証を使用すると、既存の ID プロバイダーを使用して、OpenSearch
または Elasticsearch 6.7 以降を実行している Amazon OpenSearch Service ドメインの Dashboards
Single Sign-On (SSO) を提供できます。SAML 認証を使用するには、きめ細かなアクセスコントロー
ル (p. 152)を有効にする必要があります。
Amazon Cognito (p. 180) または内部ユーザーデータベース (p. 158)を介して認証するのではな
く、OpenSearch Dashboards の SAML 認証により、サードパーティーの ID プロバイダーを使用して
Dashboards へのログイン、詳細なアクセスコントロールの管理、データの検索、視覚化の構築を行
うことができます。OpenSearch Service は、Okta、Keycloak、Active Directory Federation Services
(ADFS)、Auth0 など、SAML 2.0 標準を使用するプロバイダーをサポートします。
Dashboards の SAML 認証は、ウェブブラウザから OpenSearch Dashboards にアクセスするためのもの
です。お客様のSAML認証情報では、OpenSearch または Dashboards API への直接 HTTP リクエストを行
うことはできません。

SAML 設定の概要
このドキュメントでは、既存の ID プロバイダーがあり、そのプロバイダーに精通していることを前提とし
ています。OpenSearch Service ドメインについてのみ、お客様のプロバイダーの詳細な設定手順は提供で
きません。
Dashboards のログインフローは、次の 2 種類の形式のいずれかになります。
• サービスプロバイダー (SP) が開始されている: Dashboards に移動します (例えば、https://mydomain.us-east-1.es.amazonaws.com/_dashboards)。これにより、ログイン画面にリダイレク
トされます。ログイン後、ID プロバイダーはお客様を Dashboards にリダイレクトします。
• ID プロバイダー (IdP) 開始: ID プロバイダーに移動してログインし、アプリケーションディレクトリか
ら OpenSearch Dashboards を選択します。
OpenSearch Service には、SP 開始と IdP 開始の 2 つの Single Sign-On URL が用意されていますが、目
的の OpenSearch Dashboards ログインフローに一致するもののみが必要です。
どの認証タイプを使用するかにかかわらず、目的は ID プロバイダーを介してログインし、ユーザーネーム
（必須）とバックエンドロール (p. 155) (オプションですが、推奨されます) を含む SAML アサーション
を受け取ることです。この情報により、きめ細かなアクセスコントロール (p. 152)が、SAML ユーザーに
許可を割り当てることができます。外部 ID プロバイダーでは、バックエンドロールは通常「ロール」また
は「グループ」と呼ばれます。

Note
SSO URL をサービス提供された値から変更することはできません。そのため、OpenSearch
Dashboards の SAML 認証はプロキシサーバーをサポートしません。

VPC で実行されているドメインの SAML 認証
SAML は、アイデンティティプロバイダーとサービスプロバイダー間の直接的な通信を必要としません。
したがって、OpenSearch ドメインがプライベート VPC 内でホストされている場合でも、ブラウザが
OpenSearch クラスターとアイデンティティプロバイダーの両方と通信できる限り、SAML を使用できま
す。ブラウザは、基本的にアイデンティティプロバイダーとサービスプロバイダーの仲介として機能しま
す。SAML 認証フローを説明する便利な図表については、Okta のドキュメントを参照してください。
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IAM 認証の有効化
SAML 認証を有効にできるのは、既存のドメインの OpenSearch Dashboards のみです。新しいドメイン
の作成中は有効にできません。IdP メタデータファイルのサイズのため、AWS コンソールの使用を強くお
勧めします。
ドメインは、一度に 1 つの Dashboards 認証方法のみをサポートします。OpenSearch Dashboards の
Amazon Cognito 認証 (p. 180)が有効になっている場合は、SAML を有効にする前に、それを無効にする
必要があります。

SP 開始認証または IdP 開始認証を有効にする
これらのステップでは、OpenSearch Dashboards の SP 開始または IdP 開始認証を使用して SAML 認
証を有効にする方法について説明します。両方を有効にするために必要な追加のステップについては、
「Enable both SP- and IdP-initiated authentication (p. 178)」(SP 開始および IdP 開始認証の両方を有効
にする) を参照してください。

Dashboards の SAML 認証を有効にするには
1.

OpenSearch Service コンソールで、ドメインを選択し、[Actions] (アクション)、[Edit security
configuration] (セキュリティ構成を編集) を選択します。

2.

[SAML 認証を有効にする] を選択します。

3.

サービスプロバイダーエンティティ ID と 2 つの SSO URL を書き留めます。必要なのは SSO URL の
うちの 1 つだけです。ガイダンスについては、「the section called “SAML 設定の概要” (p. 174)」を
参照してください。

Tip

4.

後でドメインの [カスタムエンドポイント (p. 62)] を有効にした場合、これらの URL は変わ
ります。この場合、IdP を更新する必要があります。
これらの値を使用して、ID プロバイダーを設定します。これはプロセスの最も複雑な部分ですが、残
念ながら、用語とステップはプロバイダーによって大きく異なります。プロバイダーのドキュメント
を参照してください。
例えば、Okta では、「SAML 2.0 ウェブアプリケーション」を作成します。Single Sign On URL で
は、ステップ 3 で選択した SSO URL を指定します。Audience URI (SP エンティティ ID) では、SP
エンティティ ID を指定します。
Okta には、ユーザーおよびバックエンドロールではなく、ユーザーとグループがあります。[Group
Attribute Statements] (グループ属性ステートメント) では、role を [Name] (名前) フィールドに、正
規表現 .+ を [Filter] (フィルター) フィールドに追加することをお勧めします。このステートメント
は、Okta の ID プロバイダーに、ユーザーの認証後に SAML アサーションの role フィールドの下
に、すべてのユーザーグループを含めるよう指示します。

5.

Auth0 では、「通常のウェブアプリケーション」を作成してから、SAML 2.0 アドオンを有効にしま
す。Keycloak では、「クライアント」を作成します。
ID プロバイダーを設定すると、IdP メタデータファイルが生成されます。この XML ファイルに
は、TLS 証明書、Single Sign-On エンドポイント、ID プロバイダーのエンティティ ID など、プロバ
イダーに関する情報が含まれています。
IdP メタデータファイルの内容をコピーし、OpenSearch Service コンソールの [IdP からのメタデー
タ] フィールドにそれを貼り付けます。または、[XML ファイルからインポート] を選択し、ファイル
をアップロードします。メタデータファイルは、次のように表示されます。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<md:EntityDescriptor entityID="entity-id"
xmlns:md="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata">
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<md:IDPSSODescriptor WantAuthnRequestsSigned="false"
protocolSupportEnumeration="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol">
<md:KeyDescriptor use="signing">
<ds:KeyInfo xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
<ds:X509Data>
<ds:X509Certificate>tls-certificate</ds:X509Certificate>
</ds:X509Data>
</ds:KeyInfo>
</md:KeyDescriptor>
<md:NameIDFormat>urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:unspecified</
md:NameIDFormat>
<md:NameIDFormat>urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:emailAddress</
md:NameIDFormat>
<md:SingleSignOnService Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST"
Location="idp-sso-url"/>
<md:SingleSignOnService Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTPRedirect" Location="idp-sso-url"/>
</md:IDPSSODescriptor>
</md:EntityDescriptor>

6.

メタデータファイルから entityID プロパティの値をコピーし、OpenSearch Service コンソールの
[IdP エンティティ ID] フィールドにそれを貼り付けます。多くの ID プロバイダーは、この値も設定後
の概要の一部として表示します。一部のプロバイダーは、それを「発行者」と呼んでいます。

7.

SAML マスターユーザーネームおよび/または SAML マスターバックエンドロールを指定します。こ
のユーザーネームおよび/またはバックエンドロールは、クラスターに対する完全な許可を受け取りま
す。これは、新しいマスターユーザー (p. 165)と同等ですが、Dashboards 内でのみこれらの許可を
使用できます。
例えば、Okta では、グループ admins に属しているユーザー jdoe がある可能性があります。jdoe
を [SAML マスターユーザーネーム] フィールドに追加した場合、そのユーザーのみが完全な許可を受
け取ります。admins を [SAML マスターバックエンドロール] フィールドに追加した場合、admins
グループに属している任意のユーザーが完全な許可を受け取ります。
SAML アサーションの内容は、SAML マスターユーザーネームおよび/または SAML マスターロールで
使用する文字列と正確に一致する必要があります。一部の ID プロバイダーは、ユーザーネームの前に
プレフィックスを追加するので、診断が難しいミスマッチを引き起こす可能性があります。ID プロバ
イダーのユーザーインターフェイスで、jdoe を確認できる場合がありますが、SAML アサーション
には auth0|jdoe が含まれている可能性があります。常に SAML アサーションからの文字列を使用
します。
多くの ID プロバイダーでは、設定プロセス中にサンプルのアサーションを表示できます。ま
た、SAML トレーサーは、実際のアサーションの内容を調べてトラブルシューティングするのに役立
ちます。アサーションは次のようになります。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<saml2:Assertion ID="id67229299299259351343340162"
IssueInstant="2020-09-22T22:03:08.633Z" Version="2.0"
xmlns:saml2="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion">
<saml2:Issuer Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity">idp-issuer</
saml2:Issuer>
<saml2:Subject>
<saml2:NameID Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameidformat:unspecified">username</saml2:NameID>
<saml2:SubjectConfirmation Method="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer">
<saml2:SubjectConfirmationData NotOnOrAfter="2020-09-22T22:08:08.816Z"
Recipient="domain-endpoint/_dashboards/_opendistro/_security/saml/acs"/>
</saml2:SubjectConfirmation>
</saml2:Subject>
<saml2:Conditions NotBefore="2020-09-22T21:58:08.816Z"
NotOnOrAfter="2020-09-22T22:08:08.816Z">
<saml2:AudienceRestriction>
<saml2:Audience>domain-endpoint</saml2:Audience>
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</saml2:AudienceRestriction>
</saml2:Conditions>
<saml2:AuthnStatement AuthnInstant="2020-09-22T19:54:37.274Z">
<saml2:AuthnContext>
<saml2:AuthnContextClassRef>urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:PasswordProtectedTransport</
saml2:AuthnContextClassRef>
</saml2:AuthnContext>
</saml2:AuthnStatement>
<saml2:AttributeStatement>
<saml2:Attribute Name="role" NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrnameformat:unspecified">
<saml2:AttributeValue
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:type="xs:string">GroupName Match Matches regex ".+" (case-sensitive)
</saml2:AttributeValue>
</saml2:Attribute>
</saml2:AttributeStatement>
</saml2:Assertion>

8.

（オプション）[追加設定] を展開します。

9.

[件名キー] フィールドを空のままにして、ユーザーネームのSAMLアサーションの NameID エレメン
トを使用します。アサーションでこの標準エレメントを使用せず、代わりにユーザーネームをカスタ
ム属性として含める場合は、ここでその属性を指定します。
バックエンドロール (推奨) を使用する場合は、アサーションからの属性を、role や group など、
[ロールキー] フィールドで指定します。これは、SAML トレーサーなど、どのツールが役立つかとい
う別の状況です。

10. デフォルトでは、OpenSearch Dashboards は 24 時間後にユーザーをログアウトします。[Session
time to live] (セッションの有効期限 (TTL)) を指定することで、この値を 60～1,440 (24 時間) の間に設
定することができます。
11. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。ドメインが約 1 分間処理状態になり、その
間、Dashboards は使用できなくなります。
12. ドメインの処理が完了したら、OpenSearch Dashboards を開きます。
• SP 開始の URL を選択した場合は、domain-endpoint/_dashboards に移動します。特定のテ
ナントに直接ログインするには、URL に ?security_tenant=tenant-name を追加します。
• IdP 開始の URL を選択した場合は、ID プロバイダーのアプリケーションディレクトリに移動しま
す。
どちらの場合も、SAML マスターユーザーまたは SAML マスターバックエンドロールに属している
ユーザーとしてログインします。ステップ 7 からの例を続けるには、jdoe、または admins グルー
プのメンバーとしてログインします。
13. Dashboards が読み込まれたら、[セキュリティ] および [ロール] を選択します。
14. [ロールのマッピング (p. 161)] を選択して、他のユーザーが Dashboards にアクセスできるようにし
ます。
例えば、信頼できる同僚 jroe を all_access および security_manager ロールにマッピングし
ます。また、バックエンドロール analysts を readall および kibana_user ロールにマッピング
することもできます。
Dashboards ではなく API を使用する場合は、次のリクエストの例を参照してください。
PATCH _plugins/_security/api/rolesmapping
[
{
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"op": "add", "path": "/security_manager", "value": { "users": ["master-user",
"jdoe", "jroe"], "backend_roles": ["admins"] }
},
{
"op": "add", "path": "/all_access", "value": { "users": ["master-user", "jdoe",
"jroe"], "backend_roles": ["admins"] }
},
{
"op": "add", "path": "/readall", "value": { "backend_roles": ["analysts"] }
},
{
"op": "add", "path": "/kibana_user", "value": { "backend_roles": ["analysts"] }
}

]

SP 開始認証と IdP 開始認証の両方を有効にする
SP 開始認証と IdP 開始認証の両方を設定する場合は、ID プロバイダーを通じて設定する必要がありま
す。例えば、Okta では、次のステップを実行できます。
1.
2.

3.
4.

SAML アプリケーション内で、[General] (全般)、[SAML settings] (SAML 設定) に移動します。
[Single sign on URL] (シングルサインオン URL) で、IdP 開始 SSO URL を指定します。例
えば、https://search-domain-hash/_dashboards/_opendistro/_security/
saml/idpinitiated です。
[Allow this app to request other SSO URLs] (このアプリが他の SSO URL をリクエストすることを許
可) を有効にします。
[Requestable SSO URLs] (リクエスト可能な SSO URL) で、1 つ以上の SP 開始 SSO URL を追加
します。例えば、https://search-domain-hash/_dashboards/_opendistro/_security/
saml/acs です。

SAML 認証を有効にする (AWS CLI)
以下の AWS CLI コマンドは、既存のドメイン上の OpenSearch Dashboards の SAML 認証を有効にしま
す。
aws opensearch update-domain-config \
--domain-name my-domain \
--advanced-security-options '{"SAMLOptions":{"Enabled":true,"MasterUserName":"myidp-user","MasterBackendRole":"my-idp-group-or-role","Idp":{"EntityId":"entityid","MetadataContent":"metadata-content-with-quotes-escaped"},"RolesKey":"optional-roleskey","SessionTimeoutMinutes":180,"SubjectKey":"optional-subject-key"}}'

メタデータ XML では、すべての引用符と改行文字をエスケープする必要があります。例え
ば、<KeyDescriptor use="signing"> および改行の代わりに <KeyDescriptor use=\"signing
\">\n を使用します。AWS CLI の使用方法の詳細については、「AWS CLI コマンドリファレンス」を参
照してください。

SAML 認証を有効にする (設定 API)
設定 API への次のリクエストにより、既存のドメイン上の OpenSearch Dashboards の SAML 認証を有効
にします。
POST https://es.us-east-1.amazonaws.com/2021-01-01/opensearch/domain/my-domain/config
{
"AdvancedSecurityOptions": {
"SAMLOptions": {
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}

}

}

"Enabled": true,
"MasterUserName": "my-idp-user",
"MasterBackendRole": "my-idp-group-or-role",
"Idp": {
"EntityId": "entity-id",
"MetadataContent": "metadata-content-with-quotes-escaped"
},
"RolesKey": "optional-roles-key",
"SessionTimeoutMinutes": 180,
"SubjectKey": "optional-subject-key"

メタデータ XML では、すべての引用符と改行文字をエスケープする必要があります。例え
ば、<KeyDescriptor use="signing"> および改行の代わりに <KeyDescriptor use=\"signing
\">\n を使用します。設定 API の使用方法の詳細については、「API リファレンス (p. 462)」を参照し
てください。

SAML のトラブルシューティング
エラー

詳細

リクエスト: '/some/path' は許可されてい
ません。

正しい SSO URL (p. 175) (ステップ 3) を ID プロバイ
ダーに提供したことを確認します。

SAML を有効にするには、有効な ID プロバ
イダーメタデータドキュメントを指定して
ください。

IdP メタデータファイルは SAML 2.0 標準に準拠していま
せん。検証ツールを使用してエラーをチェックします。

SAML 設定オプションは、コンソールでは
表示されません。

最新のサービスソフトウェア (p. 29)に更新します。

SAML 設定エラー: SAML 設定を取得中に問
題が発生しました。設定を確認してくださ
い。

この一般的なエラーは、さまざまな原因で発生すること
があります。
• ID プロバイダーに正しい SP エンティティ ID と SSO
URL が指定されていることを確認します。
• IdP メタデータファイルを再生成し、IdP エンティティ
ID を確認します。更新されたメタデータを AWS コン
ソールに追加します。
• ドメインアクセスポリシーで、OpenSearch
Dashboards と _plugins/_security/* へのアクセ
スが許可されていることを確認します。一般的に、き
め細かなアクセスコントロールを使用するドメインで
はオープンアクセスポリシーを使用することをお勧め
します。
• SAML の設定のステップについては、ID プロバイダー
のドキュメントを参照してください。

ロールがありません: このユーザーには使用
できるロールがありません。システム管理
者に連絡してください。

認証に成功しましたが、ユーザーネームおよび SAML ア
サーションからのバックエンドロールはどのロールにも
マッピングされていないため、許可がありません。これ
らのマッピングでは、大文字と小文字が区別されます。
SAML トレーサーのようなツールを使用して、SAML ア
サーションの内容を確認し、次の呼び出しを使用して
ロールマッピングを確認します。
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エラー

詳細
GET _plugins/_security/api/rolesmapping

OpenSearch Dashboards にアクセスしよ
うとすると、ブラウザが HTTP 500 エラー
を継続的にリダイレクトまたは受け取りま
す。

このエラーは、SAML アサーションに合計約 1,500 文字
の多数のロールが含まれている場合に発生します。例え
ば、平均の長さが 20 文字である 80 ロールを渡すと、
ウェブブラウザの Cookie のサイズ制限を超える可能性が
あります。

ADFS からログアウトすることはできませ
ん。

ADFS では、OpenSearch Service がサポートし
ていないすべてのログアウトリクエストに署名す
る必要があります。IdP メタデータファイルから
<SingleLogoutService /> を削除して、OpenSearch
Service が独自の内部ログアウトメカニズムを使用するよ
うに強制します。

SAML 認証の無効化
OpenSearch Dashboards の SAML 認証を無効にするには (コンソール)
1.

ドメインを選択し、[アクション] から [セキュリティ設定の編集] を選択します。

2.

[SAML 認証を有効にする] のチェックを外します。

3.

[Save changes] (変更の保存) をクリックします。

4.

ドメインの処理が終了したら、次のリクエストを用いてきめ細かなアクセスコントロールのロール
マッピングを確認します。
GET _plugins/_security/api/rolesmapping

Dashboards の SAML 認証を無効にしても、SAML マスターユーザーネームおよび/または SAML マス
ターバックエンドロールのマッピングを削除しません。これらのマッピングを削除する場合は、内部
ユーザーデータベース (有効な場合) を使用して Dashboards にログインするか、API を使用してそれ
らを削除します。
PUT _plugins/_security/api/rolesmapping/all_access
{
"users": [
"master-user"
]
}

OpenSearch Dashboards の Amazon Cognito 認証
の設定
Amazon Cognito を使用して、OpenSearch Dashboards の Amazon OpenSearch Service のデフォルトイ
ンストールを認証し、保護することができます。Amazon Cognito 認証はオプションであり、OpenSearch
または Elasticsearch 5.1 以降を使用しているドメインでのみ使用できます。Amazon Cognito 認証を設定
しない場合でも、IP ベースのアクセスポリシー (p. 138)とプロキシサーバー (p. 286)、HTTP 基本認
証、または SAML (p. 174) を使用して、Dashboards を保護することができます。
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認証プロセスの多くは Amazon Cognito で発生しますが、このセクションでは、Amazon Cognito リソース
を OpenSearch Service ドメインで使用するように設定するためのガイドラインと要件を示します。すべ
ての Amazon Cognito リソースに標準の料金が適用されます。

Tip
Dashboards の Amazon Cognito 認証を使用するようにドメインを初めて設定するときは、コン
ソールを使用することをお勧めします。Amazon Cognito リソースは高度にカスタマイズ可能であ
り、コンソールにより、該当する機能を識別して理解しやすくなります。
トピック
• 前提条件 (p. 181)
• Amazon Cognito を使用するためのドメインの設定 (p. 183)
• 認証されたロールの許可 (p. 186)
• ID プロバイダの設定 (p. 186)
• (オプション) きめ細かなアクセスの設定 (p. 187)
• (オプション) サインインページのカスタマイズ (p. 189)
• (オプション) アドバンストセキュリティを設定する (p. 189)
• テスト (p. 189)
• 制限 (p. 190)
• 一般的な設定の問題 (p. 190)
• OpenSearch Dashboards の Amazon Cognito 認証を無効にする (p. 192)
• OpenSearch Dashboards の Amazon Cognito 認証を使用するドメインを削除する (p. 193)

前提条件
OpenSearch Dashboards の Amazon Cognito 認証を設定する前に、いくつかの前提条件を満たす必要が
あります。OpenSearch Service コンソールは、これらのリソースの作成の効率化を支援しますが、各リ
ソースの目的を理解すると、設定およびトラブルシューティングに役立ちます。Dashboards の Amazon
Cognito 認証では、次のリソースが必要になります。
• Amazon Cognito ユーザープール
• Amazon Cognito ID プール
• AmazonOpenSearchServiceCognitoAccess ポリシーがアタッチされた IAM ロール
(CognitoAccessForAmazonOpenSearch)

Note
ユーザープールと ID プールは、同じ AWS リージョン に存在している必要があります。同じユー
ザープール、ID プール、および IAM ロールを使用して、Dashboards の Amazon Cognito 認証を
複数の OpenSearch Service ドメインに追加できます。詳細については、「the section called “制
限” (p. 190)」を参照してください。

ユーザープールについて
ユーザープールには、次の 2 つの主要な機能があります。それらは、ユーザーのディレクトリを作成およ
び管理する機能と、ユーザーによるサインアップとログインを許可する機能です。ユーザープールを作成
する手順については、Amazon Cognito デベロッパーガイドの「ユーザープールを作成する」を参照して
ください。
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OpenSearch Service で使用するユーザープールを作成するときは、以下の点を考慮します。
• Amazon Cognito ユーザープールにはドメイン名が必要です。OpenSearch Service はこのドメイン名を
使用して、Dashboards にアクセスするためのログインページにユーザーをリダイレクトします。ユー
ザープールには、ドメイン名以外に、デフォルト以外の設定は必要ありません。
• プールの必須の標準属性 (名前、誕生日、E メールアドレス、電話番号など) を指定する必要がありま
す。ユーザープールの作成後にこれらの属性を変更することはできないため、この時点で関連するもの
を選択します。
• ユーザープールを作成する際に、ユーザーが自分のアカウントを作成できるかどうか、アカウントのパ
スワードの最低強度、多要素認証を有効にするかどうかを選択します。外部 ID プロバイダを使用する予
定がある場合、これらの設定は重要ではありません。技術的には、ID プロバイダとしてユーザープール
を有効にし、さらに外部 ID プロバイダを有効にすることができますが、ほとんどのユーザーはどちらか
一方を希望します。
ユーザープール ID の形式は region_ID です。AWS CLI または AWS SDK を使用して OpenSearch
Service を設定する計画の場合は、ID をメモしておきます。

ID プールについて
ID プールにより、ユーザーのログイン後に、権限の制限された一時的なロールをユーザーに割り当てる
ことができます。ID プールを作成する手順については、Amazon Cognito デベロッパーガイドの「ID プー
ル」を参照してください。OpenSearch Service で使用する ID プールを作成するときは、以下の点を考慮
します。
• Amazon Cognito コンソールを使用する場合は、[認証されていない ID に対してアクセスを有効
にする] チェックボックスをオンにして、ID プールを作成する必要があります。ID プールを作成
し、OpenSearch Service ドメインを設定 (p. 183)すると、Amazon Cognito によりこの設定は無効に
なります。
• ID プールに外部 ID プロバイダを追加する必要はありません。Amazon Cognito 認証を使用するように
OpenSearch Service を設定すると、先ほど作成したユーザープールを使用するように ID プールが設定
されます。
• ID プールを作成した後、認証されていない IAM ロールと認証された IAM ロールを選択する必要
があります。これらのロールにより、ログイン前およびログイン後にユーザーに与えられるアク
セスポリシーが指定されます。Amazon Cognito コンソールを使用する場合は、これらのロール
を自動的に作成できます。認証されたロールを作成した後に、ARN を書き留めます。この形式は
arn:aws:iam::123456789012:role/Cognito_identitypoolAuth_Role です。
ID プール ID の形式は region:ID-ID-ID-ID-ID です。AWS CLI または AWS SDK を使用して
OpenSearch Service を設定する計画の場合は、ID をメモしておきます。

CognitoAccessForAmazonOpenSearch ロールについて
OpenSearch Service には、Amazon Cognito ユーザーおよび ID プールを設定し、認証のために
それらを使用するための許可が必要です。この目的のために、AWS 管理ポリシーの1つである
AmazonOpenSearchServiceCognitoAccess を使用できます。AmazonESCognitoAccess
は Amazon Elasticsearch Service が Amazon OpenSearch Service に改名された
際、AmazonOpenSearchServiceCognitoAccessに置き換えられたレガシーポリシーの1つです。どち
らのポリシーも、Cognito 認証 (p. 180)を有効にするために必要な最小限の Amazon Cognito の許可を提
供します。ポリシーの JSON については、「IAM コンソール」を参照してください。
コンソールを使用して OpenSearch Service ドメインを作成または設定する場合、IAM ロールが作成
され、その AmazonOpenSearchServiceCognitoAccess ポリシー（Elasticsearch ドメインの場
合 AmazonESCognitoAccess ポリシー）がロールに添付されます。このロールのデフォルト名は
CognitoAccessForAmazonOpenSearch です。
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ロールの許可ポリシー AmazonOpenSearchServiceCognitoAccess および
AmazonESCognitoAccess のいずれも、OpenSearch Service が、すべてのアイデンティティおよびユー
ザープールに対して以下のアクションを実行することを許可します。
• アクション: cognito-idp:DescribeUserPool
• アクション: cognito-idp:CreateUserPoolClient
• アクション: cognito-idp:DeleteUserPoolClient
• アクション: cognito-idp:UpdateUserPoolClient
• アクション: cognito-idp:DescribeUserPoolClient
• アクション: cognito-idp:AdminInitiateAuth
• アクション: cognito-idp:AdminUserGlobalSignOut
• アクション: cognito-idp:ListUserPoolClients
• アクション: cognito-identity:DescribeIdentityPool
• アクション: cognito-identity:SetIdentityPoolRoles
• アクション: cognito-identity:GetIdentityPoolRoles
AWS CLI またはいずれかの AWS SDK を使用する場合は、独自のロールを作成し、ポリシーをアタッチ
して、OpenSearch Service ドメインを設定するときに、このロールの ARN を指定する必要があります。
ロールには、次の信頼関係が必要です。
{

}

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

手順については、IAM ユーザーガイドの「AWS のサービスに許可を委任するロールの作成」および「IAM
ポリシーのアタッチおよびデタッチ」を参照してください。

Amazon Cognito を使用するためのドメインの設定
前提条件を完了したら、Dashboards の Amazon Cognito を使用するように OpenSearch Service ドメイン
を設定できます。

Note
Amazon Cognito はすべての AWS リージョン で利用可能なわけではありません。サポートされ
ているリージョンのリストについては、AWS リージョン およびエンドポイント を参照してくだ
さい。OpenSearch Service で使用する Amazon Cognito 用に同じリージョンを使用する必要はあ
りません。

Amazon Cognito 認証の設定 (コンソール)
コンソールによって CognitoAccessForAmazonOpenSearch (p. 182) ロールが作成されるため、コンソー
ルの設定エクスペリエンスが最もシンプルです。標準の OpenSearch Service のアクセス許可に加えて、
コンソールで OpenSearch Dashboards の Amazon Cognito 認証を使用するドメインを作成するには、次
のアクセス許可のセットが必要です。
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{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:DescribeVpcs",
"cognito-identity:ListIdentityPools",
"cognito-idp:ListUserPools",
"iam:CreateRole",
"iam:AttachRolePolicy"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetRole",
"iam:PassRole"
],
"Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/servicerole/CognitoAccessForAmazonOpenSearch"
}
]
}

アイデンティティ (ユーザー、ユーザーグループ、またはロール) にアクセス許可を追加するには、「IAM
ID アクセス許可の追加 (コンソール)」を参照してください。
CognitoAccessForAmazonOpenSearch (p. 182) がすでに存在する場合、必要な許可は少なくなります。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:DescribeVpcs",
"cognito-identity:ListIdentityPools",
"cognito-idp:ListUserPools"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetRole",
"iam:PassRole"
],
"Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/servicerole/CognitoAccessForAmazonOpenSearch"
}
]
}

Dashboards の Amazon Cognito 認証を設定するには (コンソール)
1.

https://aws.amazon.com にアクセスし、[コンソールにサインイン] を選択します。

2.

[分析] の下で、[Amazon OpenSearch Service] を選択します。

3.

[ドメイン] の下で、設定するドメインを選択します。

4.

[アクション] から [セキュリティ設定の編集] を選択します。

5.

[Amazon Cognito 認証を有効にする] を選択します。
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6.

[リージョン] で、Amazon Cognito ユーザープールと ID プールが含まれているリージョンを選択しま
す。

7.

[Cognito ユーザープール] で、ユーザープールを選択または作成します。ガイダンスについては、
「the section called “ユーザープールについて” (p. 181)」を参照してください。

8.

[Cognito ID プール] で、ID プールを選択または作成します。ガイダンスについては、「the section
called “ID プールについて” (p. 182)」を参照してください。

Note
[ユーザープールの作成] および [ID プールの作成] リンクから Amazon Cognito コンソールに
移動したら、これらのリソースを手動で作成します。このプロセスは自動的には行われませ
ん。詳細については、「the section called “前提条件” (p. 181)」を参照してください。
9.

[IAM ロール名] で、CognitoAccessForAmazonOpenSearch のデフォルト値を使用するか
(推奨)、新しい名前を入力します。このロールの目的の詳細については、「the section called
“CognitoAccessForAmazonOpenSearch ロールについて” (p. 182)」を参照してください。
10. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。
ドメインによる処理が終了したら、追加の設定ステップについて「the section called “認証されたロールの
許可” (p. 186)」および「the section called “ID プロバイダの設定” (p. 186)」を参照してください。

Amazon Cognito 認証の設定 (AWS CLI)
--cognito-options パラメータを使用して、OpenSearch Service ドメインを設定します。createdomain コマンドと update-domain-config コマンドの両方で次の構文が使用されます。
--cognito-options Enabled=true,UserPoolId="user-pool-id",IdentityPoolId="identity-poolid",RoleArn="arn:aws:iam::123456789012:role/CognitoAccessForAmazonOpenSearch"

例
次の例では、CognitoAccessForAmazonOpenSearch ロールを使用して、Dashboards の Amazon
Cognito 認証を有効にするドメインを us-east-1 リージョンで作成し、Cognito_Auth_Role へのドメ
インアクセスを提供します。
aws opensearch create-domain --domain-name my-domain --region us-east-1 --accesspolicies '{ "Version":"2012-10-17", "Statement":[{"Effect":"Allow","Principal":{"AWS":
["arn:aws:iam::123456789012:role/
Cognito_Auth_Role"]},"Action":"es:ESHttp*","Resource":"arn:aws:es:useast-1:123456789012:domain/*" }]}' --engine-version "OpenSearch_1.0" --cluster-config
InstanceType=m4.xlarge.search,InstanceCount=1 --ebs-options EBSEnabled=true,VolumeSize=10
--cognito-options Enabled=true,UserPoolId="us-east-1_123456789",IdentityPoolId="useast-1:12345678-1234-1234-1234-123456789012",RoleArn="arn:aws:iam::123456789012:role/
CognitoAccessForAmazonOpenSearch"

ドメインによる処理が終了したら、追加の設定ステップについて「the section called “認証されたロールの
許可” (p. 186)」および「the section called “ID プロバイダの設定” (p. 186)」を参照してください。

Amazon Cognito 認証の設定 (AWS SDK）
AWS SDK (Android および iOS SDK を除く) は、CreateDomain および UpdateDomainConfig オペ
レーションの CognitoOptions パラメータを含む、「Amazon OpenSearch Service API リファレンス」
で定義されているすべてのオペレーションをサポートします。AWS SDK のインストールと使用の詳細に
ついては、「AWS Software Development Kits」を参照してください。
ドメインによる処理が終了したら、追加の設定ステップについて「the section called “認証されたロールの
許可” (p. 186)」および「the section called “ID プロバイダの設定” (p. 186)」を参照してください。
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認証されたロールの許可
デフォルトでは、「the section called “ID プールについて” (p. 182)」のガイドラインに従って設定され
た、認証された IAM ロールには、OpenSearch Dashboards にアクセスするために必要な権限がありませ
ん。追加のアクセス権限を持つロールを提供する必要があります。

Important
きめ細かなアクセスコントロール (p. 152)を設定し、「オープン」または IP ベースのアクセス
ポリシーを使用している場合は、この手順をスキップできます。
これらの許可はアイデンティティベース (p. 135)のポリシーに含めることができますが、認証されたユー
ザーによるすべての OpenSearch Service ドメインへのアクセスを許可する場合を除いて、リソースベー
ス (p. 133)のポリシーを 1 つのドメインにアタッチすることをお勧めします。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": [
"arn:aws:iam::123456789012:role/Cognito_identitypoolAuth_Role"
]
},
"Action": [
"es:ESHttp*"
],
"Resource": "arn:aws:es:region:123456789012:domain/domain-name/*"
}
]

リソースベースのポリシーを OpenSearch Service ドメインに追加する手順については、「the section
called “アクセスポリシーの設定” (p. 21)」を参照してください。

ID プロバイダの設定
Dashboards の Amazon Cognito 認証を使用するようにドメインを設定すると、OpenSearch Service は
ユーザープールにアプリクライアントを追加し、認証されたプロバイダとして ID プールにユーザープー
ルを追加します。次のスクリーンショットは、Amazon Cognito コンソールの [アプリクライアントの設定]
ページを示しています。

Warning
アプリクライアントを名前変更または削除しないでください。
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ユーザープールの設定方法に応じて、ユーザーアカウントを手動で作成する必要がある場合や、ユーザー
が自分のアカウントを作成できる場合があります。これらの設定で問題ない場合は、それ以上アクション
を実行する必要はありません。ただし、多くのユーザーが、外部 ID プロバイダの使用を希望します。
SAML 2.0 ID プロバイダを有効にするには、SAML メタデータドキュメントを提供する必要がありま
す。Login with Amazon、Facebook、Google などのソーシャル ID プロバイダを有効にするには、これら
のプロバイダからのアプリ ID とアプリシークレットが必要です。ID プロバイダの任意の組み合わせを有
効にすることができます。以下のスクリーンショットに示すように、サインインページでは、プロバイダ
を追加するためのオプションが表示されます。

ユーザープールを設定する最も簡単な方法は、Amazon Cognito コンソールを使用することです。[ID プ
ロバイダ] ページを使用して外部 ID プロバイダを追加し、[アプリクライアントの設定] ページを使用して
OpenSearch Service ドメインのアプリクライアントの ID プロバイダを有効または無効にします。例え
ば、独自の SAML ID プロバイダを有効にし、ID プロバイダとして [Cognito ユーザープール] を無効にし
ます。
手順については、Amazon Cognito デベロッパーガイドの「ユーザープールのフェデレーションを使用す
る」および「ユーザープールアプリの ID プロバイダ設定を指定する」を参照してください。

(オプション) きめ細かなアクセスの設定
デフォルトの ID プール設定により、同じ IAM ロール (Cognito_identitypoolAuth_Role) が、ログイ
ンするすべてのユーザーが割り当てられることにお気づきかもしれません。これは、すべてのユーザーが
同じ AWS リソースにアクセスできることを意味します。Amazon Cognito とともにきめ細かなアクセスコ
ントロール (p. 152)を使用する場合、例えば、組織のアナリストが複数のインデックスに対して読み取り
専用アクセスを持つようにする一方で、デベロッパーはすべてのインデックスに対して書き込みアクセス
を持つようにする場合、次の 2 つのオプションがあります。
• ユーザーグループを作成し、ユーザーの認証トークンに基づいて IAM ロールを選択するように ID プロ
バイダを設定する (推奨)。
• 1 つ以上のルールに基づいて IAM ロールを選択するように ID プロバイダを設定する。
これらのオプションを設定するには、次のスクリーンショットに示すように、Amazon Cognito コンソー
ルの [ID プールの編集] ページを使用します。きめ細かなアクセスコントロールを含むチュートリアルにつ
いては、「the section called “チュートリアル: IAM マスターユーザーと Amazon Cognito” (p. 167)」を参
照してください。
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Important
デフォルトロールと同様に、Amazon Cognito は追加の各ロールの信頼関係に含まれている必要が
あります。詳細については、Amazon Cognito デベロッパーガイドの「ロールマッピング用のロー
ルの作成」を参照してください。
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ユーザーグループとトークン
ユーザーグループを作成するときは、グループのメンバー用の IAM ロールを選択します。グループの作成
の詳細については、Amazon Cognito デベロッパーガイドの「ユーザーグループ」を参照してください。
1 つ以上のユーザーグループを作成した後、ID プールのデフォルトロールではなく、グループのロールを
ユーザーに割り当てるように認証プロバイダを設定できます。[トークンから選択する] を選択してから、
[デフォルトの認証されたロールを使用する] または [拒否] を選択して、ID プールでのグループの一部では
ないユーザーの処理方法を指定します。

[Rules] (ルール)
基本的に、ルールは Amazon Cognito が順番に評価する一連の if ステートメントです。例えば、ユー
ザーの E メールアドレスに @corporate が含まれる場合、Amazon Cognito はそのユーザーに Role_A を
割り当てます。ユーザーの E メールアドレスに @subsidiary が含まれる場合、そのユーザーに Role_B
が割り当てられます。それ以外の場合は、デフォルトの認証されたロールがユーザーに割り当てられま
す。
詳細については、Amazon Cognito デベロッパーガイドの「ルールベースのマッピングを使用してユー
ザーにロールを割り当てる」を参照してください。

(オプション) サインインページのカスタマイズ
Amazon Cognito コンソールの [UI のカスタマイズ] ページでは、カスタムロゴをアップロードし、サ
インインページで CSS の変更を行うことができます。手順および CSS プロパティの一覧について
は、Amazon Cognito デベロッパーガイドの「ユーザープールのアプリ UI カスタマイズ設定の指定」を参
照してください。

(オプション) アドバンストセキュリティを設定する
Amazon Cognito ユーザープールでは、多要素認証、侵害された認証情報の確認、およびアダプティブ認
証などのアドバンストセキュリティ機能がサポートされています。詳細については、Amazon Cognito デ
ベロッパーガイドの「セキュリティの管理」を参照してください。

テスト
設定に問題がなければ、ユーザーエクスペリエンスが期待どおりであることを確認します。

OpenSearch Dashboards にアクセスするには
1.

ウェブブラウザで https://opensearch-domain/_dashboards にアクセスします。特定のテナ
ントに直接ログインするには、URL に ?security_tenant=tenant-name を追加します。

2.

任意の認証情報を使用してサインインします。

3.

OpenSearch Dashboards がロードされたら、少なくとも 1 つのインデックスパターンを設定しま
す。Dashboards は、そのパターンを使用して、どのインデックスを分析するかを特定します。「*」
と入力し、[次のステップ]、[Create index pattern (インデックスパターンの作成)] の順に選択します。

4.

データを検索または調査するには、[検出] を選択します。

このプロセスのいずれかのステップが失敗した場合は、トラブルシューティング情報について、「the
section called “一般的な設定の問題” (p. 190)」を参照してください。
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制限
Amazon Cognito には、そのリソースの多くでソフト制限があります。多数の OpenSearch Service ドメイ
ンに対して Dashboards 認証を有効にする場合は、必要に応じて Amazon Cognito における制限と制限の
引き上げのリクエストについて確認してください。
各 OpenSearch Service ドメインでは、アプリクライアントがユーザープールに追加されます。これによ
り、認証プロバイダが ID プールに追加されます。10 を超えるドメインに対して OpenSearch Dashboards
認証を有効にすると、「ID プールあたりの Amazon Cognito の最大ユーザープールプロバイダ数」の制限
が適用されることがあります。制限を超えた場合、Dashboards の Amazon Cognito 認証を使用する設定
を試みている OpenSearch Service ドメインが、処理中の設定状態でスタックする可能性があります。

一般的な設定の問題
一般的な設定の問題と解決策を、以下の表に示します。

OpenSearch Service の設定
問題

解決策

OpenSearch Service can't
create the role (コンソール)

適切な IAM アクセス許可がありません。「the section called
“Amazon Cognito 認証の設定 (コンソール)” (p. 183)」で指
定されたアクセス許可を追加します。

CognitoAccessforAmazonOpenSearch (p. 182) ロールの
User is not
iam:PassRole 許可がありません。次のポリシーをアカウン
authorized to perform:
トにアタッチします:
iam:PassRole on resource
CognitoAccessForAmazonOpenSearch
(コンソール)
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:PassRole"
],
"Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/
service-role/CognitoAccessForAmazonOpenSearch"
}
]
}

または、IAMFullAccess ポリシーをアタッチできます。
User is not authorized
to perform: cognitoidentity:ListIdentityPools on
resource

Amazon Cognito の読み取り許可がありませ
ん。AmazonCognitoReadOnly ポリシーをアカウントにア
タッチします。

An error occurred
(ValidationException) when
calling the CreateDomain
operation: OpenSearch Service
must be allowed to use the
passed role

OpenSearch Service が
CognitoAccessForAmazonOpenSearch ロールの信
頼関係で指定されていません。ロールで、「the section
called “CognitoAccessForAmazonOpenSearch ロールにつ
いて” (p. 182)」で指定された信頼関係が使用されているこ
とを確認します。または、コンソールを使用して Amazon
Cognito 認証を設定します。コンソールによってロールが作
成されます。
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問題

解決策

An error occurred
(ValidationException) when
calling the CreateDomain
operation: User is not
authorized to perform:
cognito-idp:action on
resource: user pool

--cognito-options で指定されたロール
に、Amazon Cognito にアクセスする許可が
ありません。このロールに、AWS が管理する
AmazonOpenSearchServiceCognitoAccess ポリシーが
アタッチされていることを確認します。または、コンソール
を使用して Amazon Cognito 認証を設定します。コンソール
によってロールが作成されます。

An error occurred
(ValidationException) when
calling the CreateDomain
operation: User pool does not
exist

OpenSearch Service はユーザープールを見つけることができ
ません。ユーザープールを作成し、正しい ID が設定されてい
ることを確認します。ID を見つけるには、Amazon Cognito
コンソールまたは次の AWS CLI コマンドを使用できます。
aws cognito-idp list-user-pools --max-results 60 -region region

An error occurred
(ValidationException) when
calling the CreateDomain
operation: IdentityPool not
found

OpenSearch Service は ID プールを見つけることができませ
ん。ユーザープールを作成し、正しい ID が設定されているこ
とを確認します。ID を見つけるには、Amazon Cognito コン
ソールまたは次の AWS CLI コマンドを使用できます。
aws cognito-identity list-identity-pools --maxresults 60 --region region

An error occurred
(ValidationException) when
calling the CreateDomain
operation: Domain needs to be
specified for user pool

ユーザープールにドメイン名がありません。Amazon Cognito
コンソールまたは次の AWS CLI コマンドを使用して、ドメ
イン名を設定できます。
aws cognito-idp create-user-pool-domain -domain name --user-pool-id id

OpenSearch Dashboards へのアクセス
問題

解決策

目的の ID プロバイダがログインページ
に表示されない。

「the section called “ID プロバイダの設定” (p. 186)」で指定
したように、OpenSearch Service アプリクライアントで ID
プロバイダが有効になっていることを確認します。

ログインページが、組織に関連付けられ
ているように見えない。

「the section called “(オプション) サインインページのカスタ
マイズ” (p. 189)」を参照してください。

ログイン認証情報が受け入れられない。

「the section called “ID プロバイダの設定” (p. 186)」で指定
したように ID プロバイダを設定したことを確認します。
ID プロバイダとしてユーザープールを使用している場合は、
アカウントが存在していること、および Amazon Cognito コ
ンソールの [ユーザーとグループ] ページで確認されているこ
とを確かめます。

OpenSearch Dashboards がまったく
ロードされないか、正しく動作しない。

Amazon Cognito の認証されたロールでは、ドメイン
(/*) が Dashboards にアクセスして使用するために
は、es:ESHttp* の許可が必要です。「the section called “認
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問題

解決策
証されたロールの許可” (p. 186)」で指定したように、アク
セスポリシーを追加したことを確認します。

Invalid identity pool
configuration. Check assigned
IAM roles for this pool.

Amazon Cognito には、認証されたユーザーに代わって IAM
ロールを引き受ける許可がありません。ロールの信頼関係を
変更して、以下を含めます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Federated": "cognito-identity.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
"Condition": {
"StringEquals": {
"cognito-identity.amazonaws.com:aud":
"identity-pool-id"
},
"ForAnyValue:StringLike": {
"cognito-identity.amazonaws.com:amr":
"authenticated"
}
}
}]

}

Token is not from a supported
provider of this identity
pool.

ユーザープールからアプリクライアントを削除すると、この
一般的でないエラーが発生する可能性があります。新しいブ
ラウザセッションで Dashboards を開いてみます。

OpenSearch Dashboards の Amazon Cognito 認証を
無効にする
Dashboards の Amazon Cognito 認証を無効にするには、次の手順を使用します。

Dashboards の Amazon Cognito 認証を無効にするには (コンソール)
1.

https://aws.amazon.com にアクセスし、[コンソールにサインイン] を選択します。

2.

[分析] の下で、[Amazon OpenSearch Service] を選択します。

3.

ナビゲーションペインの [ドメイン] の下で、設定するドメインを選択します。

4.

[アクション] から [セキュリティ設定の編集] を選択します。

5.

[Amazon Cognito 認証を有効にする] を選択解除します。

6.

[Save changes] (変更の保存) をクリックします。

Important
Amazon Cognito ユーザープールと ID プールが不要になった場合は、それらを削除します。削除
しなかった場合は、利用料金が引き続き発生します。
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OpenSearch Dashboards の Amazon Cognito 認証を
使用するドメインを削除する
Dashboards の Amazon Cognito 認証を使用するドメインが [処理中] の設定状態で止まらないようにする
には、関連する Amazon Cognito ユーザープールと ID プールを削除する前に OpenSearch Service ドメイ
ンを削除します。

Amazon OpenSearch Service 用のサービスにリン
クされたロールの使用
サービスにリンクされたロールを使用して、Amazon OpenSearch Service へのアクセス権を AWS アカ
ウント のリソースに提供します。サービスにリンクされたロールは、OpenSearch Service に直接リン
クされた一意のタイプの AWS Identity and Access Management (IAM) ロールです。サービスにリンク
されたロールは、OpenSearch Service によって事前定義されており、ユーザーの代わりにサービスから
他の AWS サービスを呼び出す必要のある許可がすべて含まれています。Amazon OpenSearch Service
は、AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchService という名前のサービスにリンクされたロールを使用
します。
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、OpenSearch Service の設定が簡単になります。OpenSearch Service は、サービスにリンクされた
ロールの許可を定義します。特に定義されている場合を除き、OpenSearch Service 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。
サービスリンクロールを削除するには、まずその関連リソースを削除します。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、OpenSearch Service 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すべてのサービスのリストについては、IAM と連携する
AWS のサービスを参照の上、[サービスにリンクされたロール] 列が [はい] になっているサービスを検索し
てください。

ElasticSearch のサービスにリンクされたロール
Amazon OpenSearch Service は、AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchService
と呼ばれるサービスにリンクされたロールを使用します。アカウントに
は、AWSServiceRoleForAmazonElasticsearchService と呼ばれるサービスにリンクされたロール
も含まれることがあります。これは、非推奨の Elasticsearch API エンドポイントと連携します。
レガシー Elasticsearch ロールがアカウントに存在しない場合、OpenSearch ドメインを初めて作成すると
きに、OpenSearch サービスによって新しい OpenSearch サービスにリンクされたロールが自動的に作成
されます。そうでない場合、アカウントでは Elasticsearch ロールが引き続き使用されます。この自動作成
を成功させるためには、iam:CreateServiceLinkedRole アクションへのアクセス許可が必要です。

許可
AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchService サービスにリンクされたロールは、ロールの引き受
けについて以下のサービスを信頼します。
• opensearchservice.amazonaws.com
AmazonOpenSearchServiceRolePolicy という名前のロール許可ポリシーは、OpenSearch Service が
次のアクションを指定されたリソースで完了することを許可します。
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• アクション: * 上で ec2:CreateNetworkInterface
• アクション: * 上で ec2:DeleteNetworkInterface
• アクション: * 上で ec2:DescribeNetworkInterfaces
• アクション: * 上で ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute
• アクション: * 上で ec2:DescribeSecurityGroups
• アクション: * 上で ec2:DescribeSubnets
• アクション: * 上で ec2:DescribeVpcs
• アクション: * 上で elasticloadbalancing:AddListenerCertificates
• アクション: * 上で elasticloadbalancing:RemoveListenerCertificates
• アクション: * 上で acm:DescribeCertificate
• アクション: * 上で cloudwatch:PutMetricData
• アクション: * 上で ec2:DescribeVpcEndpoints
• アクション:OpenSearchManaged=true タグが付いているすべてのエンドポイントで
ec2:DeleteVpcEndpoints
• アクション:すべての VPC エンドポイントで ec2:CreateTags
• アクション:すべての VPC、セキュリティグループ、サブネット、ルートテーブル、およびタグ
OpenSearchManaged=true が付いたすべての VPC エンドポイントで ec2:ModifyVpcEndpoint
• アクション:すべての VPC、セキュリティグループ、サブネット、ルートテーブル、およびリク
エストにタグ OpenSearchManaged=true が含まれる場合、すべての VPC エンドポイントで
ec2:CreateVpcEndpoint
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。

サービスにリンクされたロールの作成
サービスにリンクされたロールを手動で作成する必要はありません。AWS Management Console を使用し
て VPC アクセスドメインを作成すると、OpenSearch Service によってサービスにリンクされたロールが
作成されます。この自動作成を成功させるためには、iam:CreateServiceLinkedRole アクションへの
アクセス許可が必要です。
サービスにリンクされたロールは、IAM コンソール、IAM CLI、または IAM API を使用して手動で作成す
ることもできます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「サービスリンクロールの作成」を参照
してください。

サービスにリンクされたロールの編集
OpenSearch Service では、AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchService サービスにリンクされ
たロールを編集できません。サービスにリンクされたロールを作成すると、多くのエンティティによって
ロールが参照される可能性があるため、ロール名を変更することはできません。ただし、IAM を使用した
ロールの説明の編集はできます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「サービスにリンクされたロー
ルの編集」を参照してください。

サービスにリンクされたロールの削除
サービスにリンクされたロールが必要な機能またはサービスが不要になった場合には、そのロールを削除
することをお勧めします。そうすることで、積極的にモニタリングまたは保守されていない未使用のエン
ティティを排除できます。ただし、手動で削除する前に、サービスリンクロールをクリーンアップする必
要があります。
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サービスリンクロールのクリーンアップ
IAM を使用してサービスにリンクされたロールを削除するには、まずそのロールにアクティブなセッショ
ンがないことを確認し、そのロールで使用されているリソースをすべて削除する必要があります。

サービスにリンクされたロールにアクティブなセッションがあるかどうかを、IAM コンソールで
確認するには
1.
2.

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。
IAM コンソールのナビゲーションペインで [Roles] (ロール) を選択します。次
に、AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchService ロールの名前 (チェックボックスではあり
ません) を選択します。

3.

選択したロールの [概要] ページで、[アクセスアドバイザー] タブを選択します。

4.

[アクセスアドバイザー] タブで、サービスにリンクされたロールの最新のアクティビティを確認しま
す。

Note
OpenSearch Service で AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchService ロールが使用
されているかどうかが不明な場合は、このロールの削除を試みることができます。サービス
でロールが使用されている場合、削除は失敗し、ロールが使用されているリソースを表示で
きます。ロールが使用されている場合は、ロールを削除する前、またはロールを使用してい
るリソースを削除する前にセッションが終了するのを待つ必要があります。サービスにリン
クされたロールのセッションを取り消すことはできません。

サービスにリンクされたロールの手動削除
サービスリンクされたロールを IAM コンソール、API、または AWS CLI から削除します。手順について
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。
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Amazon OpenSearch Service のサン
プルコード
この章には、以下の Amazon OpenSearch Service で使用するための一般的なサンプルコードが含まれま
す: さまざまなプログラミング言語での HTTP リクエストの署名、HTTP リクエストの本文の圧縮、ドメイ
ンを作成するための AWS SDK の使用。
トピック
• Elasticech クライアントの互換性 (p. 196)
• Amazon OpenSearch Service への HTTP リクエストの署名 (p. 196)
• Amazon OpenSearch Service での HTTP リクエストの圧縮 (p. 208)
• Amazon OpenSearch Service を操作するための AWS SDKの使用 (p. 210)

Elasticech クライアントの互換性
最新バージョンの Elasticsearch クライアントには、人為的に互換性を損なうライセンスチェックやバー
ジョンチェックが含まれる場合があります。次のテーブルに、OpenSearch Service との最大限の互換性で
使用するための、これらのクライアントのバージョンに関する推奨事項を示します。

Important
これらのクライアントバージョンは古くて、Log4j を含む最新の依存関係では更新されません。
可能であれば、クライアントの OpenSearch バージョンを使用することを強くお勧めします。
クライアント

推奨バージョン

Java 低レベル REST クライアント

7.13.4

Java 高レベル REST クライアント

7.13.4

Python Elasticsear

7.13.4

Ruby Elasticsearch クライアント

7.13.3

Node.js Elasticsearch クライアント

7.13.0

Amazon OpenSearch Service への HTTP リクエス
トの署名
このセクションでは、Elasticsearch と OpenSearch クライアントおよびその他の共通ライブラリを使用し
て、署名した HTTP リクエストを Amazon OpenSearch Service に送信する例を示します。これらのコー
ド例は、_index、_bulk、_snapshot などの OpenSearch API を操作するためのものです。ドメインア
クセスポリシーに IAM ユーザーまたは IAM ロールが含まれている場合 (または IAM マスターユーザーとき
め細かなアクセスコントロール (p. 152)を使用する場合)、OpenSearch API へのリクエストには IAM 認証
情報を使用して署名する必要があります。
OpenSearch Service ドメインの作成、更新、削除などのオペレーションを含む、設定 API を操作する方
法の例については、「the section called “AWS SDKs の使用” (p. 210)」を参照してください。
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Important
最新バージョンの Elasticsearch クライアントには、人為的に互換性を損なうライセンスチェッ
クやバージョンチェックが含まれる場合があります。使用する正しいクライアントバージョンに
ついては、「the section called “Elasticech クライアントの互換性” (p. 196)」を参照してくださ
い。
トピック
• Java (p. 197)
• Python (p. 198)
• Ruby (p. 201)
• Node (p. 203)
• Go (p. 207)

Java
Java を使用して署名付きリクエストを送信する最も簡単な方法は、opensearch-java バージョン 2.1.0 で
導入された AwsSdk2Transport を使用することです。次の例では、インデックスを作成し、ドキュメン
トを作成し、インデックスを削除します。region および host の値を指定する必要があります。
package com.amazonaws.samples;
import java.io.IOException;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import
import
import
import
import
import

org.opensearch.client.opensearch.OpenSearchClient;
org.opensearch.client.opensearch.core.IndexRequest;
org.opensearch.client.opensearch.indices.CreateIndexRequest;
org.opensearch.client.opensearch.indices.DeleteIndexRequest;
org.opensearch.client.transport.aws.AwsSdk2Transport;
org.opensearch.client.transport.aws.AwsSdk2TransportOptions;

import software.amazon.awssdk.http.SdkHttpClient;
import software.amazon.awssdk.http.apache.ApacheHttpClient;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
public class IndexDocument {
private static final String host = "search-....us-west-2.es.amazonaws.com";
private static Region region = Region.US_WEST_2;
public static void main(String[] args) throws IOException, InterruptedException {
SdkHttpClient httpClient = ApacheHttpClient.builder().build();
try {
OpenSearchClient client = new OpenSearchClient(
new AwsSdk2Transport(
httpClient,
host,
region,
AwsSdk2TransportOptions.builder().build()));
// create the index
String index = "sample-index";
CreateIndexRequest createIndexRequest = new
CreateIndexRequest.Builder().index(index).build();
client.indices().create(createIndexRequest);
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// index data
Map<String, Object> document = new HashMap<>();
document.put("firstName", "Michael");
document.put("lastName", "Douglas");
IndexRequest documentIndexRequest = new IndexRequest.Builder()
.index(index)
.id("2")
.document(document)
.build();
client.index(documentIndexRequest);
// delete the index
DeleteIndexRequest deleteRequest = new
DeleteIndexRequest.Builder().index(index).build();
client.indices().delete(deleteRequest);

}

}

} finally {
httpClient.close();
}

その他の代替手段には、AWS Request Signing Interceptor や高レベルの REST クライアントの使用が含ま
れます。このサンプルを表示

Tip
このサンプルでは、デフォルトの認証情報チェーンが使用されます。AWS CLI を使用して aws
configure を実行し、認証情報を設定します。

Python
この例では、Python の opensearch-py クライアントを使用します。これは、pip を使用してインストール
できます。region および host の値を指定する必要があります。
from opensearchpy import OpenSearch, RequestsHttpConnection, AWSV4SignerAuth
import boto3
host = '' # cluster endpoint, for example: my-test-domain.us-east-1.es.amazonaws.com
region = '' # e.g. us-west-1
credentials = boto3.Session().get_credentials()
auth = AWSV4SignerAuth(credentials, region)
index_name = 'movies'
client = OpenSearch(
hosts = [{'host': host, 'port': 443}],
http_auth = auth,
use_ssl = True,
verify_certs = True,
connection_class = RequestsHttpConnection
)
q = 'miller'
query = {
'size': 5,
'query': {
'multi_match': {
'query': q,
'fields': ['title^2', 'director']
}
}
}
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response = client.search(
body = query,
index = index_name
)
print('\nSearch results:')
print(response)

クライアントの代わりに、リクエストをすることもできます。requests-aws4auth パッケージおよび SDK
for Python (Boto3) パッケージを使用すると、認証プロセスを簡素化できますが、これらパッケージが絶対
に必要というわけではありません。ターミナルから、次のコマンドを実行します。
pip
pip
pip
pip

install
install
install
install

boto3
opensearch-py
requests
requests-aws4auth

次のコード例では、指定した OpenSearch Service ドメインへのセキュアな接続を確立し、1 つのドキュメ
ントのインデックスを作成します。region および host の値を指定する必要があります。
from opensearchpy import OpenSearch, RequestsHttpConnection
from requests_aws4auth import AWS4Auth
import boto3
host = '' # For example, my-test-domain.us-east-1.es.amazonaws.com
region = '' # e.g. us-west-1
service = 'es'
credentials = boto3.Session().get_credentials()
awsauth = AWS4Auth(credentials.access_key, credentials.secret_key, region, service,
session_token=credentials.token)
search = OpenSearch(
hosts = [{'host': host, 'port': 443}],
http_auth = awsauth,
use_ssl = True,
verify_certs = True,
connection_class = RequestsHttpConnection
)
document = {
"title": "Moneyball",
"director": "Bennett Miller",
"year": "2011"
}
search.index(index="movies", doc_type="_doc", id="5", body=document)
print(search.get(index="movies", doc_type="_doc", id="5"))

opensearch-py を使用しない場合は、標準の HTTP リクエストだけを作成できます。この例では 7 つの
シャードと 2 つのレプリカの新しいインデックスを作成します。
from requests_aws4auth import AWS4Auth
import boto3
import requests
host = '' # The domain with https:// and trailing slash. For example, https://my-testdomain.us-east-1.es.amazonaws.com/
path = 'my-index' # the OpenSearch API endpoint
region = '' # For example, us-west-1
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service = 'es'
credentials = boto3.Session().get_credentials()
awsauth = AWS4Auth(credentials.access_key, credentials.secret_key, region, service,
session_token=credentials.token)
url = host + path
# The JSON body to accompany the request (if necessary)
payload = {
"settings" : {
"number_of_shards" : 7,
"number_of_replicas" : 2
}
}
r = requests.put(url, auth=awsauth, json=payload) # requests.get, post, and delete have
similar syntax
print(r.text)

静的認証情報ではなく、認証情報を自動的に更新して AWS4Auth インスタンスを構築できます。これ
は、AssumeRole を使用して長時間実行されるアプリケーションに適しています。更新可能な認証情報イ
ンスタンスは、リクエストごとに有効な静的認証情報を生成するために使用され、一時的な認証情報が期
限切れになったときに AWS4Auth インスタンスを再作成する必要がなくなります。
from requests_aws4auth import AWS4Auth
from botocore.session import Session
credentials = Session().get_credentials()
auth = AWS4Auth(region=us-west-1', service='es',
refreshable_credentials=credentials)

次の例では、Beautiful Soup ライブラリを使用して、HTML ファイルのローカルディレクトリから大容量
ファイルを構築します。最初の例と同じクライアントを使用し、ファイルを _bulk API に送信してイン
デックスを作成できます。このコードは、ウェブサイトに検索機能を追加するための基盤として使用でき
ます。
from bs4 import BeautifulSoup
from opensearchpy import OpenSearch, RequestsHttpConnection
from requests_aws4auth import AWS4Auth
import boto3
import glob
import json
bulk_file = ''
id = 1
# This loop iterates through all HTML files in the current directory and
# indexes two things: the contents of the first h1 tag and all other text.
for html_file in glob.glob('*.htm'):
with open(html_file) as f:
soup = BeautifulSoup(f, 'html.parser')
title = soup.h1.string
body = soup.get_text(" ", strip=True)
# If get_text() is too noisy, you can do further processing on the string.
index = { 'title': title, 'body': body, 'link': html_file }
# If running this script on a website, you probably need to prepend the URL and path to
html_file.
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# The action_and_metadata portion of the bulk file
bulk_file += '{ "index" : { "_index" : "site", "_type" : "_doc", "_id" : "' + str(id) +
'" } }\n'
# The optional_document portion of the bulk file
bulk_file += json.dumps(index) + '\n'
id += 1
host = '' # For example, my-test-domain.us-east-1.es.amazonaws.com
region = '' # e.g. us-west-1
service = 'es'
credentials = boto3.Session().get_credentials()
awsauth = AWS4Auth(credentials.access_key, credentials.secret_key, region, service)
search = OpenSearch(
hosts = [{'host': host, 'port': 443}],
http_auth = awsauth,
use_ssl = True,
verify_certs = True,
connection_class = RequestsHttpConnection
)
search.bulk(bulk_file)
print(search.search(q='some test query'))

Ruby
この最初の例では、Elasticsearch Ruby クライアントと Faraday ミドルウェアを使用してリクエスト署名
を実行します。最新バージョンのクライアントには、人為的に互換性を損なうライセンスまたはバージョ
ンチェックが含まれている可能性があることに注意してください。使用する正しいクライアントバージョ
ンについては、「the section called “Elasticech クライアントの互換性” (p. 196)」を参照してください。
このサンプルでは、推奨バージョン 7.13.3 を使用しています。
ターミナルから、次のコマンドを実行します。
gem install elasticsearch -v 7.13.3
gem install faraday_middleware-aws-sigv4

このコード例では、新しい クライアントを作成して、Faraday ミドルウェアを設定してリクエストに署名
し、単一ドキュメントをインデックス化します。full_url_and_port および region の値を指定する
必要があります。
require 'elasticsearch'
require 'faraday_middleware/aws_sigv4'
full_url_and_port = '' # e.g. https://my-domain.region.es.amazonaws.com:443
index = 'ruby-index'
type = '_doc'
id = '1'
document = {
year: 2007,
title: '5 Centimeters per Second',
info: {
plot: 'Told in three interconnected segments, we follow a young man named Takaki
through his life.',
rating: 7.7
}
}
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region = '' # e.g. us-west-1
service = 'es'
client = Elasticsearch::Client.new(url: full_url_and_port) do |f|
f.request :aws_sigv4,
service: service,
region: region,
access_key_id: ENV['AWS_ACCESS_KEY_ID'],
secret_access_key: ENV['AWS_SECRET_ACCESS_KEY'],
session_token: ENV['AWS_SESSION_TOKEN'] # optional
end
puts client.index index: index, type: type, id: id, body: document

認証情報が機能しない場合、次のコマンドを使用して端末にエクスポートすることができます。
export AWS_ACCESS_KEY_ID="your-access-key"
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY="your-secret-key"
export AWS_SESSION_TOKEN="your-session-token"

次の例では、AWS SDK for Ruby と標準 Ruby ライブラリを使用して署名された HTTP リクエストを送信
します。最初の例のように、単一のドキュメントをインデックス化します。ホストとリージョンの値を指
定する必要があります。
require 'aws-sdk-opensearchservice'
host = '' # e.g. https://my-domain.region.es.amazonaws.com
index = 'ruby-index'
type = '_doc'
id = '2'
document = {
year: 2007,
title: '5 Centimeters per Second',
info: {
plot: 'Told in three interconnected segments, we follow a young man named Takaki
through his life.',
rating: 7.7
}
}
service = 'es'
region = '' # e.g. us-west-1
signer = Aws::Sigv4::Signer.new(
service: service,
region: region,
access_key_id: ENV['AWS_ACCESS_KEY_ID'],
secret_access_key: ENV['AWS_SECRET_ACCESS_KEY'],
session_token: ENV['AWS_SESSION_TOKEN']
)
signature = signer.sign_request(
http_method: 'PUT',
url: host + '/' + index + '/' + type + '/' + id,
body: document.to_json
)
uri = URI(host + '/' + index + '/' + type + '/' + id)
Net::HTTP.start(uri.host, uri.port, :use_ssl => true) do |http|
request = Net::HTTP::Put.new uri
request.body = document.to_json
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request['Host'] = signature.headers['host']
request['X-Amz-Date'] = signature.headers['x-amz-date']
request['X-Amz-Security-Token'] = signature.headers['x-amz-security-token']
request['X-Amz-Content-Sha256']= signature.headers['x-amz-content-sha256']
request['Authorization'] = signature.headers['authorization']
request['Content-Type'] = 'application/json'
response = http.request request
puts response.body
end

Node
この例では、JavaScript 用の opensearch-js クライアントを使用してインデックスを作成し、単一のド
キュメントを追加します。リクエストに署名するために、credential-provider-node モジュールを使用す
る認証情報が Node.js の JavaScript のバージョン 3 の SDK から検出されます。次に aws4 が呼び出され
て、署名バージョン 4 を使用してリクエストに署名されます。host の値を指定する必要があります。
const { Client, Connection } = require("@opensearch-project/opensearch");
const { defaultProvider } = require("@aws-sdk/credential-provider-node");
const aws4 = require("aws4");
var host = '' // e.g. https://my-domain.region.es.amazonaws.com
const createAwsConnector = (credentials, region) => {
class AmazonConnection extends Connection {
buildRequestObject(params) {
const request = super.buildRequestObject(params);
request.service = 'es';
request.region = region;
request.headers = request.headers || {};
request.headers['host'] = request.hostname;
}

return aws4.sign(request, credentials);

}
return {
Connection: AmazonConnection
};

};

const getClient = async () => {
const credentials = await defaultProvider()();
return new Client({
...createAwsConnector(credentials, 'us-east-1'),
node: host,
});
}
async function search() {
// Initialize the client.
var client = await getClient();
// Create an index.
var index_name = "test-index";
var response = await client.indices.create({
index: index_name,
});
console.log("Creating index:");
console.log(response.body);
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// Add a document to the index.
var document = {
"title": "Moneyball",
"director": "Bennett Miller",
"year": "2011"
};
var response = await client.index({
index: index_name,
body: document
});
}

console.log(response.body);

search().catch(console.log);

この同様の例では aws4 ではなく aws-opensearch-connector が使用されます。host の値を指定する必要
があります。
const { Client } = require("@opensearch-project/opensearch");
const { defaultProvider } = require("@aws-sdk/credential-provider-node");
const createAwsOpensearchConnector = require("aws-opensearch-connector");
var host = '' // e.g. https://my-domain.region.es.amazonaws.com
const getClient = async () => {
const awsCredentials = await defaultProvider()();
const connector = createAwsOpensearchConnector({
credentials: awsCredentials,
region: process.env.AWS_REGION ?? 'us-east-1',
getCredentials: function(cb) {
return cb();
}
});
return new Client({
...connector,
node: host,
});
}
async function search() {
// Initialize the client.
var client = await getClient();
// Create an index.
var index_name = "test-index";
var response = await client.indices.create({
index: index_name,
});
console.log("Creating index:");
console.log(response.body);
// Add a document to the index.
var document = {
"title": "Moneyball",
"director": "Bennett Miller",
"year": "2011"
};
var response = await client.index({
index: index_name,
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});
}

body: document

console.log(response.body);

search().catch(console.log);

opensearch-js を使用しない場合は、標準の HTTP リクエストだけを作成できます。このセクションに
は、SDK for JavaScript in Node.js のバージョン 2 および 3 の例を収録しています。バージョン 2 は 単独
のパッケージとして公開されますが、バージョン 3 にはサービスごとに個別のパッケージを備えたモジュ
ラーアーキテクチャがあります。
Version 3
この例では SDK for JavaScript in Node.js の バージョン 3 を使用します。ターミナルから、次のコマ
ンドを実行します。
npm
npm
npm
npm
npm

i
i
i
i
i

@aws-sdk/protocol-http
@aws-sdk/credential-provider-node
@aws-sdk/signature-v4
@aws-sdk/node-http-handler
@aws-crypto/sha256-browser

このコード例は、単一のドキュメントをインデックス化します。region および domain の値を指定
する必要があります。
const
const
const
const
const
var
var
var
var
var
var

};

{
{
{
{
{

HttpRequest} = require("@aws-sdk/protocol-http");
defaultProvider } = require("@aws-sdk/credential-provider-node");
SignatureV4 } = require("@aws-sdk/signature-v4");
NodeHttpHandler } = require("@aws-sdk/node-http-handler");
Sha256 } = require("@aws-crypto/sha256-browser");

region = ''; // e.g. us-west-1
domain = ''; // e.g. search-domain.region.es.amazonaws.com
index = 'node-test';
type = '_doc';
id = '1';
json = {
"title": "Moneyball",
"director": "Bennett Miller",
"year": "2011"

indexDocument(json).then(() => process.exit())
async function indexDocument(document) {
// Create the HTTP request
var request = new HttpRequest({
body: JSON.stringify(document),
headers: {
'Content-Type': 'application/json',
'host': domain
},
hostname: domain,
method: 'PUT',
path: index + '/' + type + '/' + id
});
// Sign the request
var signer = new SignatureV4({
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});

credentials: defaultProvider(),
region: region,
service: 'es',
sha256: Sha256

var signedRequest = await signer.sign(request);

};

// Send the request
var client = new NodeHttpHandler();
var { response } = await client.handle(signedRequest)
console.log(response.statusCode + ' ' + response.body.statusMessage);
var responseBody = '';
await new Promise(() => {
response.body.on('data', (chunk) => {
responseBody += chunk;
});
response.body.on('end', () => {
console.log('Response body: ' + responseBody);
});
}).catch((error) => {
console.log('Error: ' + error);
});

Version 2
この例では SDK for JavaScript in Node.js の バージョン 2 を使用します。ターミナルから、次のコマ
ンドを実行します。
npm install aws-sdk

このコード例は、単一のドキュメントをインデックス化します。region および domain の値を指定
する必要があります。
var AWS = require('aws-sdk');
var
var
var
var
var
var

}

region = ''; // e.g. us-west-1
domain = ''; // e.g. search-domain.region.es.amazonaws.com
index = 'node-test';
type = '_doc';
id = '1';
json = {
"title": "Moneyball",
"director": "Bennett Miller",
"year": "2011"

indexDocument(json);
function indexDocument(document) {
var endpoint = new AWS.Endpoint(domain);
var request = new AWS.HttpRequest(endpoint, region);
request.method = 'PUT';
request.path += index + '/' + type + '/' + id;
request.body = JSON.stringify(document);
request.headers['host'] = domain;
request.headers['Content-Type'] = 'application/json';
request.headers['Content-Length'] = Buffer.byteLength(request.body);
var credentials = new AWS.EnvironmentCredentials('AWS');
var signer = new AWS.Signers.V4(request, 'es');
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signer.addAuthorization(credentials, new Date());

};

var client = new AWS.HttpClient();
return new Promise((resolve, reject) => {
client.handleRequest(
request,
null,
(response) => {
const {statusCode, statusMessage, headers} = response;
let body = '';
response.on('data', (chunk) => {
body += chunk;
});
response.on('end', () => {
const data = {statusCode, statusMessage, headers};
if (body) {
data.body = body;
}
resolve(data);
console.log("Response body:" + body);
});
},
(error) => {
reject(error);
console.log("Error:" + error)
}
);
})

認証情報が機能しない場合、次のコマンドを使用して端末にエクスポートすることができます。
export AWS_ACCESS_KEY_ID="your-access-key"
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY="your-secret-key"
export AWS_SESSION_TOKEN="your-session-token"

Go
この例では、AWS SDK for Go を使用し、1 つのドキュメントにインデックスを付けます。domain およ
び region の値を指定する必要があります。
package main
import (
"fmt"
"net/http"
"strings"
"time"
"github.com/aws/aws-sdk-go/aws/credentials"
"github.com/aws/aws-sdk-go/aws/signer/v4"
)
func main() {
// Basic information
domain := "" // e.g.
index := "my-index"
id := "1"
endpoint := domain +
region := "" // e.g.

for the Amazon OpenSearch Service domain
https://my-domain.region.es.amazonaws.com
"/" + index + "/" + "_doc" + "/" + id
us-east-1
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service := "es"
// Sample JSON document to be included as the request body
json := `{ "title": "Thor: Ragnarok", "director": "Taika Waititi", "year": "2017" }`
body := strings.NewReader(json)
// Get credentials from environment variables and create the Signature Version 4 signer
credentials := credentials.NewEnvCredentials()
signer := v4.NewSigner(credentials)
// An HTTP client for sending the request
client := &http.Client{}
// Form the HTTP request
req, err := http.NewRequest(http.MethodPut, endpoint, body)
if err != nil {
fmt.Print(err)
}
// You can probably infer Content-Type programmatically, but here, we just say that it's
JSON
req.Header.Add("Content-Type", "application/json")

}

// Sign the request, send it, and print the response
signer.Sign(req, body, service, region, time.Now())
resp, err := client.Do(req)
if err != nil {
fmt.Print(err)
}
fmt.Print(resp.Status + "\n")

認証情報が機能しない場合、次のコマンドを使用して端末にエクスポートすることができます。
export AWS_ACCESS_KEY_ID="your-access-key"
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY="your-secret-key"
export AWS_SESSION_TOKEN="your-session-token"

Amazon OpenSearch Service での HTTP リクエス
トの圧縮
gzip 圧縮を使用して、Amazon OpenSearch Service ドメインで HTTP リクエストとレスポンスを圧縮で
きます。gzip 圧縮を使用すると、ドキュメントのサイズを縮小し、帯域幅の使用率とレイテンシーを低減
できるため、転送速度が向上します。
gzip 圧縮は、OpenSearch または Elasticsearch 6.0 以降を実行しているすべてのドメインでサポートされ
ています。OpenSearch クライアントの中には、gzip 圧縮のサポートが組み込まれているものもあり、ま
た、多くのプログラミング言語には、プロセスを簡素化するライブラリがあります。

gzip 圧縮を有効にする
OpenSearch の類似の設定と混同しないように注意してください。http_compression.enabled は
OpenSearch Service に固有であり、ドメインで gzip 圧縮を有効または無効にします。OpenSearch
または Elasticsearch 7.x を実行しているドメインではデフォルトで gzip 圧縮が有効になっています
が、Elasticsearch 6.x を実行しているドメインではデフォルトで無効になっています。
gzip 圧縮を有効にするには、次のリクエストを送信します。
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PUT _cluster/settings
{
"persistent" : {
"http_compression.enabled": true
}
}

_cluster/settings へのリクエストは圧縮解除する必要があるので、クラスター設定を更新するために
別のクライアントまたは標準の HTTP 要求を使用する必要がある場合があります。

必要なヘッダー
gzip 圧縮されたリクエストボディを含める場合は、標準の Content-Type: application/json ヘッ
ダーを保持し、Content-Encoding: gzip ヘッダーを追加します。gzip 圧縮レスポンスを受け入れるに
は、Accept-Encoding: gzip ヘッダーも同様に追加します。OpenSearch クライアントが gzip 圧縮を
サポートしている場合、これらのヘッダーが自動的に含まれている可能性があります。

サンプルコード (Python 3)
次のサンプルでは、opensearch-py を使用して圧縮を実行し、リクエストを送信します。このコード
は、IAM 認証情報を使用してリクエストに署名します。
from opensearchpy import OpenSearch, RequestsHttpConnection
from requests_aws4auth import AWS4Auth
import boto3
host = '' # e.g. my-test-domain.us-east-1.es.amazonaws.com
region = '' # e.g. us-west-1
service = 'es'
credentials = boto3.Session().get_credentials()
awsauth = AWS4Auth(credentials.access_key, credentials.secret_key, region, service,
session_token=credentials.token)
# Create the client.
search = OpenSearch(
hosts = [{'host': host, 'port': 443}],
http_auth = awsauth,
use_ssl = True,
verify_certs = True,
http_compress = True, # enables gzip compression for request bodies
connection_class = RequestsHttpConnection
)
document = {
"title": "Moneyball",
"director": "Bennett Miller",
"year": "2011"
}
# Send the request.
print(search.index(index='movies', id='1', body=document, refresh=True))
# print(search.index(index='movies', doc_type='_doc', id='1', body=document, refresh=True))

あるいは、適切なヘッダーを指定し、リクエストボディを自身で圧縮し、リクエストのような標準 HTTP
ライブラリを使用します。このコードは、HTTP 基本認証情報を使用してリクエストに署名します。こ
れは、きめ細かなアクセスコントロール (p. 152)使用する場合に、ドメインがサポートする場合がありま
す。
import requests
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import gzip
import json
base_url = '' # The domain with https:// and a trailing slash. For example, https://mytest-domain.us-east-1.es.amazonaws.com/
auth = ('master-user', 'master-user-password') # For testing only. Don't store credentials
in code.
headers = {'Accept-Encoding': 'gzip', 'Content-Type': 'application/json',
'Content-Encoding': 'gzip'}
document = {
"title": "Moneyball",
"director": "Bennett Miller",
"year": "2011"
}
# Compress the document.
compressed_document = gzip.compress(json.dumps(document).encode())
# Send the request.
path = 'movies/_doc?refresh=true'
url = base_url + path
response = requests.post(url, auth=auth, headers=headers, data=compressed_document)
print(response.status_code)
print(response.text)

Amazon OpenSearch Service を操作するための
AWS SDKの使用
このセクションには、AWS SDK を使用して Amazon OpenSearch Service 設定 API を操作する方法の例
が含まれています。これらのコードサンプルは、OpenSearch Service ドメインの作成、更新、削除方法を
示しています。

Important
OpenSearch API (_index、_bulk、_search、_snapshot など) を操作する方法の例について
は、「the section called “HTTP リクエストの署名” (p. 196)」を参照してください。

Java
このセクションには、AWS SDK for Java のバージョン 1 および 2 の例が含まれています。
Version 2
この例では、OpenSearchClientBuilder コンストラクタを使用して、AWS SDK for Java の
バージョン 2 から OpenSearch ドメインの作成、その設定の更新、および削除を行いま
す。waitForDomainProcessing への呼び出しのコメント (および deleteDomain への呼び出しの
コメント) を削除し、ドメインをオンラインにして使用できるようにします。
package com.example.samples;
import
import
import
import
import
import
import

java.util.concurrent.TimeUnit;
software.amazon.awssdk.regions.Region;
software.amazon.awssdk.services.opensearch.OpenSearchClient;
software.amazon.awssdk.services.opensearch.model.ClusterConfig;
software.amazon.awssdk.services.opensearch.model.EBSOptions;
software.amazon.awssdk.services.opensearch.model.CognitoOptions;
software.amazon.awssdk.services.opensearch.model.NodeToNodeEncryptionOptions;
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import
import
import
import
import
import
import
import
import
import

software.amazon.awssdk.services.opensearch.model.CreateDomainRequest;
software.amazon.awssdk.services.opensearch.model.CreateDomainResponse;
software.amazon.awssdk.services.opensearch.model.DescribeDomainRequest;
software.amazon.awssdk.services.opensearch.model.UpdateDomainConfigRequest;
software.amazon.awssdk.services.opensearch.model.UpdateDomainConfigResponse;
software.amazon.awssdk.services.opensearch.model.DescribeDomainResponse;
software.amazon.awssdk.services.opensearch.model.DeleteDomainRequest;
software.amazon.awssdk.services.opensearch.model.DeleteDomainResponse;
software.amazon.awssdk.services.opensearch.model.OpenSearchException;
software.amazon.awssdk.auth.credentials.DefaultCredentialsProvider;

/**
* Sample class demonstrating how to use the Amazon Web Services SDK for Java to
create, update,
* and delete Amazon OpenSearch Service domains.
*/
public class OpenSearchSample {
public static void main(String[] args) {
String domainName = "my-test-domain";
// Build the client using the default credentials chain.
// You can use the CLI and run `aws configure` to set access key, secret
// key, and default region.
OpenSearchClient client = OpenSearchClient.builder()
// Unnecessary, but lets you use a region different than your default.
.region(Region.US_EAST_1)
// Unnecessary, but if desired, you can use a different provider chain.
.credentialsProvider(DefaultCredentialsProvider.create())
.build();

}

// Create a new domain, update its configuration, and delete it.
createDomain(client, domainName);
//waitForDomainProcessing(client, domainName);
updateDomain(client, domainName);
//waitForDomainProcessing(client, domainName);
deleteDomain(client, domainName);

/**
* Creates an Amazon OpenSearch Service domain with the specified options.
* Some options require other Amazon Web Services resources, such as an Amazon
Cognito user pool
* and identity pool, whereas others require just an instance type or instance
* count.
*
* @param client
*
The client to use for the requests to Amazon OpenSearch Service
* @param domainName
*
The name of the domain you want to create
*/
public static void createDomain(OpenSearchClient client, String domainName) {
// Create the request and set the desired configuration options
try {
ClusterConfig clusterConfig = ClusterConfig.builder()
.dedicatedMasterEnabled(true)
.dedicatedMasterCount(3)
// Small, inexpensive instance types for testing. Not recommended
for production.
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.dedicatedMasterType("t2.small.search")
.instanceType("t2.small.search")
.instanceCount(5)
.build();
// Many instance types require EBS storage.
EBSOptions ebsOptions = EBSOptions.builder()
.ebsEnabled(true)
.volumeSize(10)
.volumeType("gp2")
.build();
NodeToNodeEncryptionOptions encryptionOptions =
NodeToNodeEncryptionOptions.builder()
.enabled(true)
.build();
CreateDomainRequest createRequest = CreateDomainRequest.builder()
.domainName(domainName)
.engineVersion("OpenSearch_1.0")
.clusterConfig(clusterConfig)
.ebsOptions(ebsOptions)
.nodeToNodeEncryptionOptions(encryptionOptions)
// You can uncomment this line and add your account ID, a user
name, and the
// domain name to add an access policy.
// .accessPolicies("{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":
[{\"Effect\":\"Allow\",\"Principal\":{\"AWS\":[\"arn:aws:iam::123456789012:user/username\"]},\"Action\":[\"es:*\"],\"Resource\":\"arn:aws:es:region:123456789012:domain/
domain-name/*\"}]}")
.build();
// Make the request.
System.out.println("Sending domain creation request...");
CreateDomainResponse createResponse = client.createDomain(createRequest);
System.out.println("Domain status:
"+createResponse.domainStatus().toString());
System.out.println("Domain ID: "+createResponse.domainStatus().domainId());

}

} catch (OpenSearchException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}

/**
* Updates the configuration of an Amazon OpenSearch Service domain with the
* specified options. Some options require other Amazon Web Services resources,
such as an
* Amazon Cognito user pool and identity pool, whereas others require just an
* instance type or instance count.
*
* @param client
*
The client to use for the requests to Amazon OpenSearch Service
* @param domainName
*
The name of the domain to update
*/
public static void updateDomain(OpenSearchClient client, String domainName) {
// Updates the domain to use three data instances instead of five.
// You can uncomment the Cognito line and fill in the strings to enable Cognito
// authentication for OpenSearch Dashboards.
try {
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ClusterConfig clusterConfig = ClusterConfig.builder()
.instanceCount(5)
.build();
CognitoOptions cognitoOptions = CognitoOptions.builder()
.enabled(true)
.userPoolId("user-pool-id")
.identityPoolId("identity-pool-id")
.roleArn("role-arn")
.build();
UpdateDomainConfigRequest updateRequest =
UpdateDomainConfigRequest.builder()
.domainName(domainName)
.clusterConfig(clusterConfig)
//.cognitoOptions(cognitoOptions)
.build();
System.out.println("Sending domain update request...");
UpdateDomainConfigResponse updateResponse =
client.updateDomainConfig(updateRequest);
System.out.println("Domain config:
"+updateResponse.domainConfig().toString());

}

} catch (OpenSearchException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}

/**
* Deletes an Amazon OpenSearch Service domain. Deleting a domain can take
* several minutes.
*
* @param client
*
The client to use for the requests to Amazon OpenSearch Service
* @param domainName
*
The name of the domain that you want to delete
*/
public static void deleteDomain(OpenSearchClient client, String domainName) {
try {
DeleteDomainRequest deleteRequest = DeleteDomainRequest.builder()
.domainName(domainName)
.build();
System.out.println("Sending domain deletion request...");
DeleteDomainResponse deleteResponse = client.deleteDomain(deleteRequest);
System.out.println("Domain status: "+deleteResponse.toString());

}

} catch (OpenSearchException e) {
System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
System.exit(1);
}

/**
* Waits for the domain to finish processing changes. New domains typically take
15-30 minutes
* to initialize, but can take longer depending on the configuration. Most updates
to existing domains
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* take a similar amount of time. This method checks every 15 seconds and finishes
only when
* the domain's processing status changes to false.
*
* @param client
*
The client to use for the requests to Amazon OpenSearch Service
* @param domainName
*
The name of the domain that you want to check
*/
public static void waitForDomainProcessing(OpenSearchClient client, String
domainName) {
// Create a new request to check the domain status.
DescribeDomainRequest describeRequest = DescribeDomainRequest.builder()
.domainName(domainName)
.build();
// Every 15 seconds, check whether the domain is processing.
DescribeDomainResponse describeResponse =
client.describeDomain(describeRequest);
while (describeResponse.domainStatus().processing()) {
try {
System.out.println("Domain still processing...");
TimeUnit.SECONDS.sleep(15);
describeResponse = client.describeDomain(describeRequest);
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}
}
// Once we exit that loop, the domain is available
System.out.println("Amazon OpenSearch Service has finished processing changes
for your domain.");
System.out.println("Domain description: "+describeResponse.toString());
}

}

Version 1
この例では AWSElasticsearchClientBuilder を使用して、AWS SDK for Java のバージョン
1 からレガシーｍｐ Elasticsearch ドメインの作成、その設定の更新、および削除を行いま
す。waitForDomainProcessing への呼び出しのコメント (および deleteDomain への呼び出しの
コメント) を削除し、ドメインをオンラインにして使用できるようにします。
package com.amazonaws.samples;
import java.util.concurrent.TimeUnit;
import com.amazonaws.auth.DefaultAWSCredentialsProviderChain;
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.elasticsearch.AWSElasticsearch;
import com.amazonaws.services.elasticsearch.AWSElasticsearchClientBuilder;
import com.amazonaws.services.elasticsearch.model.CreateElasticsearchDomainRequest;
import com.amazonaws.services.elasticsearch.model.CreateElasticsearchDomainResult;
import com.amazonaws.services.elasticsearch.model.DeleteElasticsearchDomainRequest;
import com.amazonaws.services.elasticsearch.model.DeleteElasticsearchDomainResult;
import com.amazonaws.services.elasticsearch.model.DescribeElasticsearchDomainRequest;
import com.amazonaws.services.elasticsearch.model.DescribeElasticsearchDomainResult;
import com.amazonaws.services.elasticsearch.model.EBSOptions;
import com.amazonaws.services.elasticsearch.model.ElasticsearchClusterConfig;
import com.amazonaws.services.elasticsearch.model.ResourceNotFoundException;
import
com.amazonaws.services.elasticsearch.model.UpdateElasticsearchDomainConfigRequest;
import
com.amazonaws.services.elasticsearch.model.UpdateElasticsearchDomainConfigResult;
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import com.amazonaws.services.elasticsearch.model.VolumeType;
/**
* Sample class demonstrating how to use the Amazon Web Services SDK for Java to
create, update,
* and delete Amazon OpenSearch Service domains.
*/
public class OpenSearchSample {
public static void main(String[] args) {
final String domainName = "my-test-domain";
// Build the client using the default credentials chain.
// You can use the CLI and run `aws configure` to set access key, secret
// key, and default region.
final AWSElasticsearch client = AWSElasticsearchClientBuilder
.standard()
// Unnecessary, but lets you use a region different than your default.
.withRegion(Regions.US_WEST_2)
// Unnecessary, but if desired, you can use a different provider chain.
.withCredentials(new DefaultAWSCredentialsProviderChain())
.build();

}

// Create a new domain, update its configuration, and delete it.
createDomain(client, domainName);
// waitForDomainProcessing(client, domainName);
updateDomain(client, domainName);
// waitForDomainProcessing(client, domainName);
deleteDomain(client, domainName);

/**
* Creates an Amazon OpenSearch Service domain with the specified options.
* Some options require other Amazon Web Services resources, such as an Amazon
Cognito user pool
* and identity pool, whereas others require just an instance type or instance
* count.
*
* @param client
*
The client to use for the requests to Amazon OpenSearch Service
* @param domainName
*
The name of the domain you want to create
*/
private static void createDomain(final AWSElasticsearch client, final String
domainName) {
// Create the request and set the desired configuration options
CreateElasticsearchDomainRequest createRequest = new
CreateElasticsearchDomainRequest()
.withDomainName(domainName)
.withElasticsearchVersion("7.10")
.withElasticsearchClusterConfig(new ElasticsearchClusterConfig()
.withDedicatedMasterEnabled(true)
.withDedicatedMasterCount(3)
// Small, inexpensive instance types for testing. Not
recommended for production
// domains.
.withDedicatedMasterType("t2.small.elasticsearch")
.withInstanceType("t2.small.elasticsearch")
.withInstanceCount(5))
// Many instance types require EBS storage.
.withEBSOptions(new EBSOptions()
.withEBSEnabled(true)
.withVolumeSize(10)
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.withVolumeType(VolumeType.Gp2));
// You can uncomment this line and add your account ID, a user name,

and the

// domain name to add an access policy.
// .withAccessPolicies("{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":
[{\"Effect\":\"Allow\",\"Principal\":{\"AWS\":[\"arn:aws:iam::123456789012:user/username\"]},\"Action\":[\"es:*\"],\"Resource\":\"arn:aws:es:region:123456789012:domain/
domain-name/*\"}]}")
// Make the request.
System.out.println("Sending domain creation request...");
CreateElasticsearchDomainResult createResponse =
client.createElasticsearchDomain(createRequest);
System.out.println("Domain creation response from Amazon OpenSearch Service:");
System.out.println(createResponse.getDomainStatus().toString());
}
/**
* Updates the configuration of an Amazon OpenSearch Service domain with the
* specified options. Some options require other Amazon Web Services resources,
such as an
* Amazon Cognito user pool and identity pool, whereas others require just an
* instance type or instance count.
*
* @param client
*
The client to use for the requests to Amazon OpenSearch Service
* @param domainName
*
The name of the domain to update
*/
private static void updateDomain(final AWSElasticsearch client, final String
domainName) {
try {
// Updates the domain to use three data instances instead of five.
// You can uncomment the Cognito lines and fill in the strings to enable
Cognito
// authentication for OpenSearch Dashboards.
final UpdateElasticsearchDomainConfigRequest updateRequest = new
UpdateElasticsearchDomainConfigRequest()
.withDomainName(domainName)
// .withCognitoOptions(new CognitoOptions()
// .withEnabled(true)
// .withUserPoolId("user-pool-id")
// .withIdentityPoolId("identity-pool-id")
// .withRoleArn("role-arn")
.withElasticsearchClusterConfig(new ElasticsearchClusterConfig()
.withInstanceCount(3));
System.out.println("Sending domain update request...");
final UpdateElasticsearchDomainConfigResult updateResponse = client
.updateElasticsearchDomainConfig(updateRequest);
System.out.println("Domain update response from Amazon OpenSearch

Service:");

}

System.out.println(updateResponse.toString());
} catch (ResourceNotFoundException e) {
System.out.println("Domain not found. Please check the domain name.");
}

/**
* Deletes an Amazon OpenSearch Service domain. Deleting a domain can take
* several minutes.
*
* @param client
*
The client to use for the requests to Amazon OpenSearch Service
* @param domainName
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*
The name of the domain that you want to delete
*/
private static void deleteDomain(final AWSElasticsearch client, final String
domainName) {
try {
final DeleteElasticsearchDomainRequest deleteRequest = new
DeleteElasticsearchDomainRequest()
.withDomainName(domainName);
System.out.println("Sending domain deletion request...");
final DeleteElasticsearchDomainResult deleteResponse =
client.deleteElasticsearchDomain(deleteRequest);
System.out.println("Domain deletion response from Amazon OpenSearch
Service:");
System.out.println(deleteResponse.toString());
} catch (ResourceNotFoundException e) {
System.out.println("Domain not found. Please check the domain name.");
}
}
/**
* Waits for the domain to finish processing changes. New domains typically take
15-30 minutes
* to initialize, but can take longer depending on the configuration. Most updates
to existing domains
* take a similar amount of time. This method checks every 15 seconds and finishes
only when
* the domain's processing status changes to false.
*
* @param client
*
The client to use for the requests to Amazon OpenSearch Service
* @param domainName
*
The name of the domain that you want to check
*/
private static void waitForDomainProcessing(final AWSElasticsearch client, final
String domainName) {
// Create a new request to check the domain status.
final DescribeElasticsearchDomainRequest describeRequest = new
DescribeElasticsearchDomainRequest()
.withDomainName(domainName);
// Every 15 seconds, check whether the domain is processing.
DescribeElasticsearchDomainResult describeResponse =
client.describeElasticsearchDomain(describeRequest);
while (describeResponse.getDomainStatus().isProcessing()) {
try {
System.out.println("Domain still processing...");
TimeUnit.SECONDS.sleep(15);
describeResponse = client.describeElasticsearchDomain(describeRequest);
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}
}
// Once we exit that loop, the domain is available
System.out.println("Amazon OpenSearch Service has finished processing changes
for your domain.");
System.out.println("Domain description response from Amazon OpenSearch
Service:");
System.out.println(describeResponse.toString());
}

}
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Python (パイソン)
この例では、OpenSearchService低レベル Python クライアントを使用して、AWS SDK for Python (Boto)
からドメインの作成、その設定の更新、および削除を行います。
import boto3
import botocore
from botocore.config import Config
import time
# Build the client using the default credential configuration.
# You can use the CLI and run 'aws configure' to set access key, secret
# key, and default region.
my_config = Config(
# Optionally lets you specify a region other than your default.
region_name='us-west-2'
)
client = boto3.client('opensearch', config=my_config)
domainName = 'my-test-domain'

# The name of the domain

def createDomain(client, domainName):
"""Creates an Amazon OpenSearch Service domain with the specified options."""
response = client.create_domain(
DomainName=domainName,
EngineVersion='OpenSearch_1.0',
ClusterConfig={
'InstanceType': 't2.small.search',
'InstanceCount': 5,
'DedicatedMasterEnabled': True,
'DedicatedMasterType': 't2.small.search',
'DedicatedMasterCount': 3
},
# Many instance types require EBS storage.
EBSOptions={
'EBSEnabled': True,
'VolumeType': 'gp2',
'VolumeSize': 10
},
AccessPolicies="{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect\":\"Allow\",
\"Principal\":{\"AWS\":[\"arn:aws:iam::123456789012:user/user-name\"]},\"Action\":[\"es:*
\"],\"Resource\":\"arn:aws:es:us-west-2:123456789012:domain/my-test-domain/*\"}]}",
NodeToNodeEncryptionOptions={
'Enabled': True
}
)
print("Creating domain...")
print(response)
def updateDomain(client, domainName):
"""Updates the domain to use three data nodes instead of five."""
try:
response = client.update_domain_config(
DomainName=domainName,
ClusterConfig={
'InstanceCount': 3
}
)
print('Sending domain update request...')
print(response)
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except botocore.exceptions.ClientError as error:
if error.response['Error']['Code'] == 'ResourceNotFoundException':
print('Domain not found. Please check the domain name.')
else:
raise error
def deleteDomain(client, domainName):
"""Deletes an OpenSearch Service domain. Deleting a domain can take several minutes."""
try:
response = client.delete_domain(
DomainName=domainName
)
print('Sending domain deletion request...')
print(response)
except botocore.exceptions.ClientError as error:
if error.response['Error']['Code'] == 'ResourceNotFoundException':
print('Domain not found. Please check the domain name.')
else:
raise error
def waitForDomainProcessing(client, domainName):
"""Waits for the domain to finish processing changes."""
try:
response = client.describe_domain(
DomainName=domainName
)
# Every 15 seconds, check whether the domain is processing.
while response["DomainStatus"]["Processing"] == True:
print('Domain still processing...')
time.sleep(15)
response = client.describe_domain(
DomainName=domainName)
# Once we exit the loop, the domain is available.
print('Amazon OpenSearch Service has finished processing changes for your domain.')
print('Domain description:')
print(response)
except botocore.exceptions.ClientError as error:
if error.response['Error']['Code'] == 'ResourceNotFoundException':
print('Domain not found. Please check the domain name.')
else:
raise error
def main():
"""Create a new domain, update its configuration, and delete it."""
createDomain(client, domainName)
waitForDomainProcessing(client, domainName)
updateDomain(client, domainName)
waitForDomainProcessing(client, domainName)
deleteDomain(client, domainName)

ノード
この例では、SDK for JavaScript in Node.js のバージョン 3 OpenSearch クライアントを使用して、ドメイ
ンの作成、その設定の更新、および削除を行います。
var {

API バージョン 2015-01-01
219

Amazon OpenSearch Service デベロッパーガイド
ノード
OpenSearchClient,
CreateDomainCommand,
DescribeDomainCommand,
UpdateDomainConfigCommand,
DeleteDomainCommand
} = require("@aws-sdk/client-opensearch");
var sleep = require('sleep');
var client = new OpenSearchClient();
var domainName = 'my-test-domain'
// Create a new domain, update its configuration, and delete it.
createDomain(client, domainName)
waitForDomainProcessing(client, domainName)
updateDomain(client, domainName)
waitForDomainProcessing(client, domainName)
deleteDomain(client, domainName)
async function createDomain(client, domainName) {
// Creates an Amazon OpenSearch Service domain with the specified options.
var command = new CreateDomainCommand({
DomainName: domainName,
EngineVersion: 'OpenSearch_1.0',
ClusterConfig: {
'InstanceType': 't2.small.search',
'InstanceCount': 5,
'DedicatedMasterEnabled': 'True',
'DedicatedMasterType': 't2.small.search',
'DedicatedMasterCount': 3
},
EBSOptions:{
'EBSEnabled': 'True',
'VolumeType': 'gp2',
'VolumeSize': 10
},
AccessPolicies: "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect\":\"Allow\",
\"Principal\":{\"AWS\":[\"arn:aws:iam::123456789012:user/user-name\"]},\"Action\":[\"es:*
\"],\"Resource\":\"arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/my-test-domain/*\"}]}",
NodeToNodeEncryptionOptions:{
'Enabled': 'True'
}
});
const response = await client.send(command);
console.log("Creating domain...");
console.log(response);
}
async function updateDomain(client, domainName) {
// Updates the domain to use three data nodes instead of five.
var command = new UpdateDomainConfigCommand({
DomainName: domainName,
ClusterConfig: {
'InstanceCount': 3
}
});
const response = await client.send(command);
console.log('Sending domain update request...');
console.log(response);
}
async function deleteDomain(client, domainName) {
// Deletes an OpenSearch Service domain. Deleting a domain can take several minutes.
var command = new DeleteDomainCommand({
DomainName: domainName
});
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}

const response = await client.send(command);
console.log('Sending domain deletion request...');
console.log(response);

async function waitForDomainProcessing(client, domainName) {
// Waits for the domain to finish processing changes.
try {
var command = new DescribeDomainCommand({
DomainName: domainName
});
var response = await client.send(command);
while (response.DomainStatus.Processing == true) {
console.log('Domain still processing...')
await sleep(15000) // Wait for 15 seconds, then check the status again
function sleep(ms) {
return new Promise((resolve) => {
setTimeout(resolve, ms);
});
}
var response = await client.send(command);
}
// Once we exit the loop, the domain is available.
console.log('Amazon OpenSearch Service has finished processing changes for your
domain.');
console.log('Domain description:');
console.log(response);

}

} catch (error) {
if (error.name === 'ResourceNotFoundException') {
console.log('Domain not found. Please check the domain name.');
}
};
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Amazon OpenSearch Service での
データのインデックス作成
Amazon OpenSearch Service では REST API を使用するため、ドキュメントのインデックス作成にはさ
まざまな方法があります。curl などの標準クライアントを使用することも、HTTP リクエストの送信が可
能な任意のプログラミング言語を使用することもできます。やり取りのプロセスをさらに単純化するた
め、OpenSearch Service には多くのプログラミング言語に対応するクライアントが用意されています。
上級ユーザーは、直接「the section called “HTTP リクエストの署名” (p. 196)」または「the section called
“OpenSearch Service へのストリーミングデータをロードする” (p. 224)」に進むことができます。
インデックス作成の概要については、OpenSearch のドキュメントを参照してください。

インデックスの命名制限
OpenSearch Service インデックスには、以下の命名制限があります。
• すべての文字を小文字にする必要があります。
• インデックスの名前を _ または - から始めることはできません。
• インデックス名にスペース、カンマ、:、"、*、+、/、\、|、?、#、>、< を含めることはできませ
ん。
インデックス、タイプ、またはドキュメント ID 名に機密情報を含めないでください。OpenSearch
Service は、これらの名前をその Uniform Resource Identifier (URI) で使用します。サーバーおよびアプリ
ケーションは、HTTP リクエストを頻繁に記録します。このため、URI に機密情報が含まれている場合、
不要なデータ漏えいにつながる可能性があります。
2018-10-03T23:39:43 198.51.100.14 200 "GET https://opensearch-domain/dr-jane-doe/flupatients-2018/202-555-0100/ HTTP/1.1"

関連する JSON ドキュメントを表示する許可 (p. 133)がない場合でも、Dr. Doe の患者 (電話番号は
202-555-0100) が 2018 年にインフルエンザにかかったことを、この架空のログ行から推測することが可
能です。
OpenSearch Service が、インデックス名に実際の IP アドレスまたは認識した IP アドレスを検出した場
合 (my-index-12.34.56.78.91 など) では、IP アドレスをマスクします。_cat/indices を呼び出す
と、以下のレスポンスが生成されます。
green open my-index-x.x.x.x

soY19tBERoKo71WcEScidw 5 1 0 0

2kb

1kb

不必要な混乱を避けるため、インデックス名には IP アドレスを含めないでください。

レスポンスサイズの削減
_index および _bulk API のレスポンスには、多くの情報が含まれています。この情報は、リクエスト
のトラブルシューティングや、再試行ロジックの実装には役立ちますが、帯域幅を広く使用する場合があ
ります。この例では、32 バイトのドキュメントのインデックスを作成すると、レスポンスは 339 バイト
(ヘッダーを含む) になります。
API バージョン 2015-01-01
222

Amazon OpenSearch Service デベロッパーガイド
レスポンスサイズの削減

PUT opensearch-domain/more-movies/_doc/1
{"title": "Back to the Future"}

対処
{

}

"_index": "more-movies",
"_type": "_doc",
"_id": "1",
"_version": 4,
"result": "updated",
"_shards": {
"total": 2,
"successful": 2,
"failed": 0
},
"_seq_no": 3,
"_primary_term": 1

このレスポンスサイズは一見小さく見えますが、1 日あたり 1,000,000 ドキュメント (1 秒あたり約 11.5
ドキュメントのインデックス) を作成した場合、339 バイト/1 レスポンスは、1 か月あたり 10.17 GB のダ
ウンロードトラフィックになります。
データ転送コストが懸念される場合は、filter_path パラメータを使用して OpenSearch Service レス
ポンスのサイズを削減できますが、失敗したリクエストの識別や再試行のために必要なフィールドを除
外しないように注意してください。このフィールドはクライアントによって異なります。filter_path
パラメータは、すべての OpenSearch Service REST API で動作しますが、頻繁に呼び出す API (例:
_index、_bulk API) を使用する場合に特に便利です。
PUT opensearch-domain/more-movies/_doc/1?filter_path=result,_shards.total
{"title": "Back to the Future"}

対処
{

}

"result": "updated",
"_shards": {
"total": 2
}

フィールドを含める代わりに、- プリフィックスを使用してフィールドを除外することができま
す。filter_path は、ワイルドカードもサポートしています。
POST opensearch-domain/_bulk?filter_path=-took,-items.index._*
{ "index": { "_index": "more-movies", "_id": "1" } }
{"title": "Back to the Future"}
{ "index": { "_index": "more-movies", "_id": "2" } }
{"title": "Spirited Away"}

対処
{

"errors": false,
"items": [
{
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}

]

"index": {
"result":
"status":
}
},
{
"index": {
"result":
"status":
}
}

"updated",
200

"updated",
200

Amazon OpenSearch Service へのストリーミング
データをロードする
さまざまなソースからストリーミングデータを Amazon OpenSearch Service ドメインにロード
できます。Amazon Kinesis Data Firehose や Amazon CloudWatch Logs などの一部のリソースに
は、OpenSearch Service のサポートが組み込まれています。Amazon S3、Amazon Kinesis Data
Streams、Amazon DynamoDB などの他のものでは、イベントハンドラとして AWS Lambda 関数を使用
します。Lambda 関数は、データを処理してドメインにストリーミングすることで、新しいデータに応答
します。

Note
Lambda では、いくつかの一般的なプログラミング言語がサポートされ、ほとんどの AWS リー
ジョン で利用できます。詳細については、AWS Lambda デベロッパーガイドの「Lambda の開始
方法」およびAWS全般のリファレンスの「AWS サービスエンドポイントを参照してください。
トピック
• Amazon S3 からストリーミングデータをロードする (p. 224)
• Amazon Kinesis Data Streams からストリーミングデータをロードする (p. 228)
• Amazon DynamoDB テーブルからストリーミングデータをロードする (p. 231)
• Amazon Kinesis Data Firehose からストリーミングデータをロードする (p. 234)
• Amazon CloudWatch からストリーミングデータをロードする (p. 234)
• AWS IoT からストリーミングデータをロードする (p. 234)

Amazon S3 からストリーミングデータをロードする
Lambda を使用して、Amazon S3 から OpenSearch Service ドメインにデータを送信できます。S3 バケッ
トに到着する新しいデータにより、Lambda へのイベント通知がトリガーされた後、インデックス作成を
実行するカスタムコードが実行されます。
このデータのストリーミング方法には非常に柔軟性があります。オブジェクトメタデータのインデックス
を作成したり、オブジェクトがプレーンテキストの場合は、オブジェクト本文の要素を解析してインデッ
クス作成したりすることができます。このセクションでは、正規表現を使用してログファイルを解析し、
一致をインデックス作成するシンプルな Python サンプルコードがあります。

前提条件
続行する前に、以下のリソースが必要です。
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前提条件

説明

Amazon S3 バケット

詳細については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの
「最初の S3 バケットを作成する」を参照してください。バケット
は、OpenSearch Service ドメインと同じリージョンに存在する必要があり
ます。

OpenSearch Service ド
メイン

Lambda 関数により処理された後のデータのターゲット。詳細については、
「the section called “ OpenSearch Service ドメインの作成” (p. 16)」を参照
してください。

Lambda デプロイパッケージを作成する
デプロイパッケージは、コードとその依存関係を含む ZIP または JAR ファイルです。このセクションに
は、Python サンプルコードがあります。他のプログラミング言語については、AWS Lambda デベロッ
パーガイドの「Lambda デプロイパッケージ」を参照してください。
1.

ディレクトリを作成します。このサンプルでは、名前 s3-to-opensearch を使用します。

2.

sample.py という名前のディレクトリ内にファイルを作成します。
import boto3
import re
import requests
from requests_aws4auth import AWS4Auth
region = '' # e.g. us-west-1
service = 'es'
credentials = boto3.Session().get_credentials()
awsauth = AWS4Auth(credentials.access_key, credentials.secret_key, region, service,
session_token=credentials.token)
host = '' # the OpenSearch Service domain, e.g. https://search-mydomain.uswest-1.es.amazonaws.com
index = 'lambda-s3-index'
type = '_doc'
url = host + '/' + index + '/' + type
headers = { "Content-Type": "application/json" }
s3 = boto3.client('s3')
# Regular expressions used to parse some simple log lines
ip_pattern = re.compile('(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)')
time_pattern = re.compile('\[(\d+\/\w\w\w\/\d\d\d\d:\d\d:\d\d:\d\d\s-\d\d\d\d)\]')
message_pattern = re.compile('\"(.+)\"')
# Lambda execution starts here
def handler(event, context):
for record in event['Records']:
# Get the bucket name and key for the new file
bucket = record['s3']['bucket']['name']
key = record['s3']['object']['key']
# Get, read, and split the file into lines
obj = s3.get_object(Bucket=bucket, Key=key)
body = obj['Body'].read()
lines = body.splitlines()
# Match the regular expressions to each line and index the JSON
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for line in lines:
line = line.decode("utf-8")
ip = ip_pattern.search(line).group(1)
timestamp = time_pattern.search(line).group(1)
message = message_pattern.search(line).group(1)
document = { "ip": ip, "timestamp": timestamp, "message": message }
r = requests.post(url, auth=awsauth, json=document, headers=headers)

region と host の変数を編集します。
3.

まだ持っていない場合、pip をインストールしてから、依存関係を新しい package ディレクトリにイ
ンストールします。
cd s3-to-opensearch
pip install --target ./package requests
pip install --target ./package requests_aws4auth

すべての Lambda 実行環境に Boto3 がインストールされているため、デプロイパッケージに含める必
要はありません。
4.

アプリケーションコードや相互依存性をパッケージ化します。
cd package
zip -r ../lambda.zip .
cd ..
zip -g lambda.zip sample.py

Lambda 関数を作成する
デプロイパッケージを作成すると、Lambda 関数を作成できます。関数を作成するとき、名前、ランタイ
ム (たとえば、Python 3.8)、IAM ロールを選択します。IAM ロールにより、関数の許可が定義されます。
詳細な手順については、AWS Lambda デベロッパーガイドの「コンソールで Lambda 関数を作成する」を
参照してください。
この例では、コンソールを使用していることを前提としています。次のスクリーンショットに示すよう
に、Python 3.9 と、S3 読み取り許可および OpenSearch Service 書き込み許可を持つロールを選択しま
す。
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関数を作成した後、トリガーを追加する必要があります。この例では、S3 バケットにログファイルが到着
するたびにコードを実行します。
1.

[トリガーの追加] を選択し、[S3] を選択します。

2.

バケットを選択します。

3.

[イベントタイプ] で、[PUT] を選択します。

4.

[プレフィックス] に logs/ と入力します。

5.

[サフィックス] では、.log と入力します。

6.

再帰呼び出しの警告を確認し、[追加] を選択します。

最後に、デプロイパッケージをアップロードすることができます。
1.

[～からアップロード] および [.zip ファイルをアップロード] を選択してから、デプロイパッケージを
アップロードするプロンプトに従います。

2.

アップロードが終了したら、[ランタイム設定] を編集し、[ハンドラ] を sample.handler に変更し
ます。この設定により、トリガー後に実行するファイル (sample.py) およびメソッド (handler) が
Lambda に通知されます。
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この時点で、リソースがすべて揃いました (ログファイルのバケット、ログファイルがバケットに追加
されるたびに実行される関数、解析とインデックス作成を実行するコード、検索および可視化のための
OpenSearch Service ドメイン)。

Lambda 関数をテストする
関数を作成した後、Amazon S3 バケットにファイルをアップロードしてテストできます。次のサンプルロ
グの行を使用して、sample.log という名前のファイルを作成します。
12.345.678.90 - [10/Oct/2000:13:55:36 -0700] "PUT /some-file.jpg"
12.345.678.91 - [10/Oct/2000:14:56:14 -0700] "GET /some-file.jpg"

S3 バケットの logs フォルダにファイルをアップロードします。手順については、Amazon Simple
Storage Service ユーザーガイドの「バケットにオブジェクトをアップロードする」を参照してください。
次に、OpenSearch Service コンソールまたは OpenSearch Dashboards を使用して、lambda-s3-index
インデックスに 2 つのドキュメントが含まれていることを確認します。標準検索リクエストを行うことも
できます。
GET https://domain-name/lambda-s3-index/_search?pretty
{
"hits" : {
"total" : 2,
"max_score" : 1.0,
"hits" : [
{
"_index" : "lambda-s3-index",
"_type" : "_doc",
"_id" : "vTYXaWIBJWV_TTkEuSDg",
"_score" : 1.0,
"_source" : {
"ip" : "12.345.678.91",
"message" : "GET /some-file.jpg",
"timestamp" : "10/Oct/2000:14:56:14 -0700"
}
},
{
"_index" : "lambda-s3-index",
"_type" : "_doc",
"_id" : "vjYmaWIBJWV_TTkEuCAB",
"_score" : 1.0,
"_source" : {
"ip" : "12.345.678.90",
"message" : "PUT /some-file.jpg",
"timestamp" : "10/Oct/2000:13:55:36 -0700"
}
}
]
}
}

Amazon Kinesis Data Streams からストリーミング
データをロードする
ストリーミングデータは、Kinesis Data Streams から OpenSearch Service にロードできます。データス
トリームに到達する新しいデータによって、Lambda へのイベント通知がトリガーされ、インデックス作
成を実行するカスタムコードが実行されます。このセクションには、いくつかの簡単な Python サンプル
コードがあります。
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前提条件
続行する前に、以下のリソースが必要です。
前提条件

説明

Amazon Kinesis Data
Stream

Lambda 関数のイベントソース。詳細については、「Kinesis Data
Streams」を参照してください。

OpenSearch Service ド
メイン

Lambda 関数により処理された後のデータのターゲット。詳細については、
「the section called “ OpenSearch Service ドメインの作成” (p. 16)」を参照
してください。

IAM ロール

このロールには、以下のように OpenSearch Service、Kinesis、Lambda の
基本的な許可が必要です。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"es:ESHttpPost",
"es:ESHttpPut",
"logs:CreateLogGroup",
"logs:CreateLogStream",
"logs:PutLogEvents",
"kinesis:GetShardIterator",
"kinesis:GetRecords",
"kinesis:DescribeStream",
"kinesis:ListStreams"
],
"Resource": "*"
}
]

ロールには、次の信頼関係が必要です。
{

}

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

詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM ロールの作成」を参照してく
ださい。
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Lambda 関数を作成する
「the section called “Lambda デプロイパッケージを作成する” (p. 225)」の手順に従います
が、kinesis-to-opensearch という名前のディレクトリを作成し、sample.py に次のコードを使用し
ます。
import base64
import boto3
import json
import requests
from requests_aws4auth import AWS4Auth
region = '' # e.g. us-west-1
service = 'es'
credentials = boto3.Session().get_credentials()
awsauth = AWS4Auth(credentials.access_key, credentials.secret_key, region, service,
session_token=credentials.token)
host = '' # the OpenSearch Service domain, e.g. https://search-mydomain.uswest-1.es.amazonaws.com
index = 'lambda-kine-index'
type = '_doc'
url = host + '/' + index + '/' + type + '/'
headers = { "Content-Type": "application/json" }
def handler(event, context):
count = 0
for record in event['Records']:
id = record['eventID']
timestamp = record['kinesis']['approximateArrivalTimestamp']
# Kinesis data is base64-encoded, so decode here
message = base64.b64decode(record['kinesis']['data'])
# Create the JSON document
document = { "id": id, "timestamp": timestamp, "message": message }
# Index the document
r = requests.put(url + id, auth=awsauth, json=document, headers=headers)
count += 1
return 'Processed ' + str(count) + ' items.'

region と host の変数を編集します。
まだ持っていない場合、pip をインストールしてから、次のコマンドを使用して、依存関係をインストー
ルします。
cd kinesis-to-opensearch
pip install --target ./package requests
pip install --target ./package requests_aws4auth

次に、「the section called “Lambda 関数を作成する” (p. 226)」の手順に従いますが、「the section
called “前提条件” (p. 229)」の IAM ロールと、トリガーの以下の設定を指定します。
• [Kinesis ストリーム]: Kinesis ストリーム
• [バッチサイズ]: 100
• [開始位置]: 水平トリム
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詳細については、Amazon Kinesis Data Streams デベロッパーガイドの「Amazon Kinesis Data Streams
とは」を参照してください。
この時点で、リソースがすべて揃いました (Kinesis データストリーム、ストリームが新しいデータを受
信してそのデータのインデックスを作成した後に実行する関数、検索および可視化のための OpenSearch
Service ドメイン)。

Lambda 関数をテストする
関数を作成した後、AWS CLI を使用してデータストリームに新しいレコードを追加することでテストでき
ます。
aws kinesis put-record --stream-name test --data "My test data." --partition-key
partitionKey1 --region us-west-1

次に、OpenSearch Service コンソールまたは OpenSearch Dashboards を使用して、lambda-kineindex にドキュメントが含まれていることを確認します。以下のリクエストを使用することもできます。
GET https://domain-name/lambda-kine-index/_search
{
"hits" : [
{
"_index": "lambda-kine-index",
"_type": "_doc",
"_id":
"shardId-000000000000:49583511615762699495012960821421456686529436680496087042",
"_score": 1,
"_source": {
"timestamp": 1523648740.051,
"message": "My test data.",
"id":
"shardId-000000000000:49583511615762699495012960821421456686529436680496087042"
}
}
]
}

Amazon DynamoDB テーブルからストリーミングデー
タをロードする
AWS Lambda を使用して、Amazon DynamoDB から OpenSearch Service ドメインにデータを送信できま
す。データテーブルに到着する新しいデータにより、Lambda へのイベント通知がトリガーされた後、イ
ンデックス作成を実行するカスタムコードが実行されます。

前提条件
続行する前に、以下のリソースが必要です。
前提条件

説明

DynamoDB テーブル

このテーブルにはソースデータが含まれています。詳細について
は、Amazon DynamoDB デベロッパーガイドの「DynamoDB テーブルの基
本的なオペレーション」を参照してください。
このテーブルは、OpenSearch Service ドメインと同じリージョンに存在し
ている必要があり、ストリームが [新しいイメージ] に設定されている必要が
あります。詳細については、「ストリームの有効化」を参照してください。
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前提条件

説明

OpenSearch Service ド
メイン

Lambda 関数により処理された後のデータのターゲット。詳細については、
「the section called “ OpenSearch Service ドメインの作成” (p. 16)」を参照
してください。

IAM ロール

このロールには、以下のように OpenSearch Service、DynamoDB、Lambda
の基本的な実行許可が必要です。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"es:ESHttpPost",
"es:ESHttpPut",
"dynamodb:DescribeStream",
"dynamodb:GetRecords",
"dynamodb:GetShardIterator",
"dynamodb:ListStreams",
"logs:CreateLogGroup",
"logs:CreateLogStream",
"logs:PutLogEvents"
],
"Resource": "*"
}
]

ロールには、次の信頼関係が必要です。
{

}

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

詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM ロールの作成」を参照してく
ださい。

Lambda 関数を作成する
「the section called “Lambda デプロイパッケージを作成する” (p. 225)」の手順に従いますが、ddb-toopensearch という名前のディレクトリを作成し、sample.py に次のコードを使用します。
import boto3
import requests
from requests_aws4auth import AWS4Auth
region = '' # e.g. us-east-1
service = 'es'
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credentials = boto3.Session().get_credentials()
awsauth = AWS4Auth(credentials.access_key, credentials.secret_key, region, service,
session_token=credentials.token)
host = '' # the OpenSearch Service domain, e.g. https://search-mydomain.uswest-1.es.amazonaws.com
index = 'lambda-index'
type = '_doc'
url = host + '/' + index + '/' + type + '/'
headers = { "Content-Type": "application/json" }
def handler(event, context):
count = 0
for record in event['Records']:
# Get the primary key for use as the OpenSearch ID
id = record['dynamodb']['Keys']['id']['S']
if record['eventName'] == 'REMOVE':
r = requests.delete(url + id, auth=awsauth)
else:
document = record['dynamodb']['NewImage']
r = requests.put(url + id, auth=awsauth, json=document, headers=headers)
count += 1
return str(count) + ' records processed.'

region と host の変数を編集します。
まだ持っていない場合、pip をインストールしてから、次のコマンドを使用して、依存関係をインストー
ルします。
cd ddb-to-opensearch
pip install --target ./package requests
pip install --target ./package requests_aws4auth

次に、「the section called “Lambda 関数を作成する” (p. 226)」の手順に従いますが、「the section
called “前提条件” (p. 231)」の IAM ロールと、トリガーの以下の設定を指定します。
• [テーブル]: DynamoDB テーブル
• [バッチサイズ]: 100
• [開始位置]: 水平トリム
詳細については、Amazon DynamoDB デベロッパーガイドの「DynamoDB Streams と Lambda を用いた
新しい項目の処理」を参照してください。
この時点で、すべてのリソースが揃いました (ソースデータの DynamoDB テーブル、テーブルに対する
DynamoDB ストリームの変更、ソースデータが変更されてそれらの変更のインデックスを作成した後に実
行される関数、検索および可視化のための OpenSearch Service ドメイン)。

Lambda 関数をテストする
関数を作成した後、AWS CLI を使用して DynamoDB テーブルに新しい項目を追加することでテストでき
ます。
aws dynamodb put-item --table-name test --item '{"director": {"S": "Kevin Costner"},"id":
{"S": "00001"},"title": {"S": "The Postman"}}' --region us-west-1
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次に、OpenSearch Service コンソールまたは OpenSearch Dashboards を使用して、lambda-index に
ドキュメントが含まれていることを確認します。以下のリクエストを使用することもできます。
GET https://domain-name/lambda-index/_doc/00001
{
"_index": "lambda-index",
"_type": "_doc",
"_id": "00001",
"_version": 1,
"found": true,
"_source": {
"director": {
"S": "Kevin Costner"
},
"id": {
"S": "00001"
},
"title": {
"S": "The Postman"
}
}
}

Amazon Kinesis Data Firehose からストリーミング
データをロードする
Kinesis Data Firehose は配信先として OpenSearch Service をサポートしています。OpenSearch Service
にストリーミングデータをロードする方法については、Amazon Kinesis Data Firehose デベロッパーガイ
ドの「Kinesis Data Firehose 配信ストリームの作成」および「配信先として OpenSearch Service を選択
する」を参照してください。
データを OpenSearch Service にロードする前に、データの変換が必要になる場合があります。Lambda
関数を使用してこのタスクを実行する方法については、このガイドの「Amazon Kinesis Data Firehose
データ変換」を参照してください。
配信ストリームを設定する場合、Kinesis Data Firehose には「ワンクリック」の IAM ロールが用意され
ています。このロールにより、OpenSearch Service へのデータ送信、Amazon S3 でのデータバックアッ
プ、および Lambda の使用によるデータ変換に必要なリソースアクセス権が付与されます。このような
ロールを手動で作成する作業は複雑になるため、用意されているロールの使用をお勧めします。

Amazon CloudWatch からストリーミングデータを
ロードする
CloudWatch Logs サブスクリプションを使用して、ストリーミングデータを CloudWatch Logs から
OpenSearch Service ドメインにロードできます。Amazon CloudWatch サブスクリプションの詳細に
ついては、「サブスクリプションを用いたログデータのリアルタイム処理」を参照してください。設
定情報については、Amazon CloudWatch デベロッパーガイドの「CloudWatch Logs データを Amazon
OpenSearch Service にストリーミング」を参照してください。

AWS IoT からストリーミングデータをロードする
ルールを使用して AWS IoT からデータを送信することができます。詳細については、 AWS IoT デベロッ
パーガイドの「OpenSearch アクション」を参照してください。
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Logstash を用いて Amazon OpenSearch Service へ
データをロードする
Logstash のオープンソース版 (Logstash OSS) には、一括 API を使用して Amazon OpenSearch Service
ドメインにデータをアップロードする便利な方法があります。このサービスは、Amazon S3 入力プラグイ
ンを含む、すべての標準 Logstash 入力プラグインをサポートします。OpenSearch Service は、基本認証
と IAM 認証情報の両方をサポートする logstash-output-opensearch 出力プラグインをサポートします。プ
ラグインはバージョン 8.1 以降の Logstash OSS で動作します。

設定
Logstash の設定は、ドメインが使用する認証のタイプによって異なります。
どの認証方法を使用していても、設定ファイルの出力セクションで ecs_compatibility を disabled
に設定する必要があります。Logstash 8.0 では、デフォルトで ECS 互換モードですべてのプラグインが実
行される画期的な変更が導入されました。レガシー動作を維持するには、デフォルト値をオーバーライド
する必要があります。

きめ細かなアクセス制御の設定
OpenSearch Service ドメインで HTTP Basic 認証によるきめ細かなアクセスコントロール (p. 152)を使用
する場合、設定は他の OpenSearch クラスターと同様です。この設定ファイルの例では、Filebeat のオー
プンソース版 (Filebeat OSS) から入力を受け取ります。
input {
beats {
port => 5044
}
}
output {
opensearch {
hosts
=> "https://domain-endpoint:443"
user
=> "my-username"
password
=> "my-password"
index
=> "logstash-logs-%{+YYYY.MM.dd}"
ecs_compatibility => disabled
ssl_certificate_verification => false
}
}

設定は Beats アプリケーションとユースケースによって異なりますが、Filebeat OSS の設定は次のように
なります。
filebeat.inputs:
- type: log
enabled: true
paths:
- /path/to/logs/dir/*.log
filebeat.config.modules:
path: ${path.config}/modules.d/*.yml
reload.enabled: false
setup.ilm.enabled: false
setup.ilm.check_exists: false
setup.template.settings:
index.number_of_shards: 1
output.logstash:
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hosts: ["logstash-host:5044"]

IAM ロールの設定
ドメインで IAM ベースのドメインアクセスポリシーを使用する場合や IAM マスターユーザーによるきめ
細かなアクセスコントロールを使用する場合、OpenSearch Service へのすべてのリクエストには IAM 認
証情報を使用して署名する必要があります。
このプラグインを出力に使用するように設定ファイルを変更します。この設定ファイルの例では、S3 バ
ケット内のファイルから入力を受け取ります。
input {
s3 {
bucket => "my-s3-bucket"
region => "us-east-1"
}
}
output {
opensearch {
hosts => ["domain-endpoint:443"]
auth_type => {
type => 'aws_iam'
aws_access_key_id => 'your-access-key'
aws_secret_access_key => 'your-secret-key'
region => 'us-east-1'
}
index => "logstash-logs-%{+YYYY.MM.dd}"
ecs_compatibility => disabled
}
}

設定ファイル内で IAM 認証情報を提供したくない場合は、それらをエクスポート（または aws
configure を実行）できます。
export AWS_ACCESS_KEY_ID="your-access-key"
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY="your-secret-key"
export AWS_SESSION_TOKEN="your-session-token"

OpenSearch Service ドメインが VPC にある場合、Logstash OSS マシンは VPC に接続できる必要があ
り、また VPC セキュリティグループを介してドメインにアクセスできる必要があります。詳細について
は、「the section called “VPC ドメインのアクセスポリシーについて” (p. 40)」を参照してください。
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Amazon OpenSearch Serviceでの
データの検索
Amazon OpenSearch Service でドキュメントを検索する一般的な方法がいくつかあります。これに
は、URI 検索とリクエストボディ検索が含まれます。OpenSearch Service は、カスタムパッケージ、SQL
サポート、非同期検索など、検索エクスペリエンスを向上させる追加機能を提供します。包括的な
OpenSearch 検索 API リファレンスについては、「OpenSearch ドキュメント」を参照してください。

Note
次のサンプルリクエストは、OpenSearch API を使用します。一部のリクエストでは古い
Elasticsearch バージョンを使用できない可能性があります。
トピック
• URI 検索 (p. 237)
• リクエストボディ検索 (p. 238)
• Dashboards Query Language (p. 242)
• Amazon OpenSearch Service のカスタムパッケージ (p. 243)
• SQL を用いた Amazon OpenSearch Service のデータのクエリを行う (p. 251)
• Amazon OpenSearch Service での K 最近傍 (k-NN) 検索 (p. 254)
• Amazon OpenSearch Service のクラスター間検索 (p. 256)
• Amazon OpenSearch Service 用の Learning to Rank (p. 263)
• Amazon OpenSearch Service の非同期検索 (p. 282)

URI 検索
Universal Resource Identifier (URI) 検索は、最もシンプルな検索方法です。URI 検索では、HTTP リクエ
ストパラメータとしてクエリを指定します。
GET https://search-my-domain.us-west-1.es.amazonaws.com/_search?q=house

以下にレスポンスの例を示します。
{

"took": 25,
"timed_out": false,
"_shards": {
"total": 10,
"successful": 10,
"skipped": 0,
"failed": 0
},
"hits": {
"total": {
"value": 85,
"relation": "eq",
},
"max_score": 6.6137657,
"hits": [
{
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"_index": "movies",
"_type": "movie",
"_id": "tt0077975",
"_score": 6.6137657,
"_source": {
"directors": [
"John Landis"
],
"release_date": "1978-07-27T00:00:00Z",
"rating": 7.5,
"genres": [
"Comedy",
"Romance"
],
"image_url": "http://ia.media-imdb.com/images/M/
MV5BMTY2OTQxNTc1OF5BMl5BanBnXkFtZTYwNjA3NjI5._V1_SX400_.jpg",
"plot": "At a 1962 College, Dean Vernon Wormer is determined to expel the entire
Delta Tau Chi Fraternity, but those troublemakers have other plans for him.",
"title": "Animal House",
"rank": 527,
"running_time_secs": 6540,
"actors": [
"John Belushi",
"Karen Allen",
"Tom Hulce"
],
"year": 1978,
"id": "tt0077975"
}
},
...
]
}
}

デフォルトでは、このクエリは家という語句をすべてのインデックスのすべてのフィールドで検索しま
す。検索を絞り込むには URI でインデックス (movies) およびドキュメントフィールド (title) を指定し
ます。
GET https://search-my-domain.us-west-1.es.amazonaws.com/movies/_search?q=title:house

リクエストに追加のパラメータを含めることができますが、サポートされているパラメータはごく一部分
の OpenSearch 検索オプションのみを提供します。次のリクエストは 20 の結果 (デフォルトでは 10) を返
し、年ごとに (_score ではなく) ソートされます。
GET https://search-my-domain.us-west-1.es.amazonaws.com/movies/_search?
q=title:house&size=20&sort=year:desc

リクエストボディ検索
より複雑な検索を実行するには、HTTP リクエストボディと、クエリの OpenSearch ドメイン固有言語
(DSL) を使用します。クエリ DSL では、OpenSearch 検索オプションの全範囲を指定することができま
す。

Note
テキストフィールドの値に Unicode 特殊文字を含めることはできません。値は特殊文字で区切ら
れた複数の値として解析されます。このような誤った解析により、意図せずに文書がフィルタリ
ングされ、アクセス制御が損なわれる可能性があります。詳しい情報については、OpenSearch
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ドキュメンテーションの「テキストフィールド内の Unicode 特殊文字に関する注意」を参照して
ください。
次の match クエリでは、最終的な URI 検索 (p. 237)の例と似ています。
POST https://search-my-domain.us-west-1.es.amazonaws.com/movies/_search
{
"size": 20,
"sort": {
"year": {
"order": "desc"
}
},
"query": {
"query_string": {
"default_field": "title",
"query": "house"
}
}
}

Note
_search API はリクエストボディ検索のための HTTP GET および POST を受け入れます。ただ
し、すべての HTTP クライアントが GET リクエストにリクエストボディを追加することをサポー
トしているわけではありません。POST は普遍的な選択です。
多くの場合、いくつかのフィールドを検索する必要がある場合がありますが、すべてのフィールドを検索
する必要はありません。multi_match クエリを使用します。
POST https://search-my-domain.us-west-1.es.amazonaws.com/movies/_search
{
"size": 20,
"query": {
"multi_match": {
"query": "house",
"fields": ["title", "plot", "actors", "directors"]
}
}
}

ブーストフィールド
特定のフィールドをブーストすることで、検索の関連性を向上させることができます。ブーストは乗数
で、あるフィールドの一致を他のフィールドの一致より重く重み付けします。次の例では、title フィー
ルドでの John の一致は plot フィールドの一致の 2 倍で _score に影響を及ぼし、また actors または
directors フィールドの一致の 4 倍で影響を及ぼします。その結果、John Wick や John Carter のような
映画が検索結果の最上部にあり、John Travolta 主演の映画は最下部にあります。
POST https://search-my-domain.us-west-1.es.amazonaws.com/movies/_search
{
"size": 20,
"query": {
"multi_match": {
"query": "john",
"fields": ["title^4", "plot^2", "actors", "directors"]
}
}
}
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検索結果のページ分割
大量の検索結果を表示する必要がある場合は、from パラメータを使用してページ分割を実装できます。
次のリクエストは、検索結果のゼロから始まるインデックスリストのうち、20～39 までの結果を返しま
す。
POST https://search-my-domain.us-west-1.es.amazonaws.com/movies/_search
{
"from": 20,
"size": 20,
"query": {
"multi_match": {
"query": "house",
"fields": ["title^4", "plot^2", "actors", "directors"]
}
}
}

検索結果のハイライト
highlight オプションは、クエリが 1 つ以上のフィールドに一致した場合、hits 配列内にある追加のオ
ブジェクトを返すよう OpenSearch に指示します。
POST https://search-my-domain.us-west-1.es.amazonaws.com/movies/_search
{
"size": 20,
"query": {
"multi_match": {
"query": "house",
"fields": ["title^4", "plot^2", "actors", "directors"]
}
},
"highlight": {
"fields": {
"plot": {}
}
}
}

クエリが plot フィールドのコンテンツに一致した場合、ヒットは次のようになります。
{

"_index": "movies",
"_type": "movie",
"_id": "tt0091541",
"_score": 11.276199,
"_source": {
"directors": [
"Richard Benjamin"
],
"release_date": "1986-03-26T00:00:00Z",
"rating": 6,
"genres": [
"Comedy",
"Music"
],
"image_url": "http://ia.media-imdb.com/images/M/
MV5BMTIzODEzODE2OF5BMl5BanBnXkFtZTcwNjQ3ODcyMQ@@._V1_SX400_.jpg",
"plot": "A young couple struggles to repair a hopelessly dilapidated house.",
"title": "The Money Pit",
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"rank": 4095,
"running_time_secs": 5460,
"actors": [
"Tom Hanks",
"Shelley Long",
"Alexander Godunov"
],
"year": 1986,
"id": "tt0091541"

}

},
"highlight": {
"plot": [
"A young couple struggles to repair a hopelessly dilapidated <em>house</em>."
]
}

デフォルトでは、OpenSearch は一致する文字列を <em> タグで囲み、一致した文字列の前後 100 文字の
コンテキストを提供します。また、区切り記号、スペース、タブ、改行を識別してコンテンツをセンテン
スに分割します。これらの設定はすべてカスタマイズ可能です。
POST https://search-my-domain.us-west-1.es.amazonaws.com/movies/_search
{
"size": 20,
"query": {
"multi_match": {
"query": "house",
"fields": ["title^4", "plot^2", "actors", "directors"]
}
},
"highlight": {
"fields": {
"plot": {}
},
"pre_tags": "<strong>",
"post_tags": "</strong>",
"fragment_size": 200,
"boundary_chars": ".,!? "
}
}

Count API
ドキュメントの内容に関心がなく、一致の数だけを知りたい場合は、_search API の代わりに _count
API を使用できます。次のリクエストでは、query_string クエリを使用してロマンチックコメディを識
別します。
POST https://search-my-domain.us-west-1.es.amazonaws.com/movies/_count
{
"query": {
"query_string": {
"default_field": "genres",
"query": "romance AND comedy"
}
}
}

以下にレスポンスの例を示します。
{
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}

"count": 564,
"_shards": {
"total": 5,
"successful": 5,
"skipped": 0,
"failed": 0
}

Dashboards Query Language
Dashboards Query Language (DQL) を使用して、OpenSearch Dashboards でデータと視覚化を検索でき
ます。DQL は、用語、ブール値、日付と範囲、およびネストされたフィールドの 4 つの主要なクエリタイ
プを使用します。
用語のクエリ
用語クエリでは、検索する用語を指定する必要があります。
用語クエリを実行するには、次のように入力します。
host:www.example.com

ブール値クエリ
ブール演算子 AND、or、および not を使用して、複数のクエリを組み合わせることができます。
ブール値クエリを実行するには、次を貼り付けます。
host.keyword:www.example.com and response.keyword:200

日付と範囲のクエリ
日付と範囲のクエリを使用して、クエリの前後の日付を検索できます。
• > は、指定した日付より後の日付を検索することを示します。
• < は、指定した日付より前の日付を検索することを示します。
@timestamp > "2020-12-14T09:35:33"
ネストされたフィールドのクエリ
ネストされたフィールドを持つドキュメントがある場合は、ドキュメントのどの部分を取得するかを指定
する必要があります。ネストされたフィールドを含むサンプルドキュメントを次に示します。
{"NBA players":[
{"player-name": "Lebron James",
"player-position": "Power forward",
"points-per-game": "30.3"
},
{"player-name": "Kevin Durant",
"player-position": "Power forward",
"points-per-game": "27.1"
},
{"player-name": "Anthony Davis",
"player-position": "Power forward",
"points-per-game": "23.2"
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}

]

},
{"player-name": "Giannis Antetokounmpo",
"player-position": "Power forward",
"points-per-game":"29.9"
}

DQL を使用して特定のフィールドを取得するには、次を貼り付けます。
NBA players: {player-name: Lebron James}

ネストされたドキュメントから複数のオブジェクトを取得するには、次を貼り付けます。
NBA players: {player-name: Lebron James} and NBA players: {player-name: Giannis
Antetokounmpo}

範囲内を検索するには、次を貼り付けます。
NBA players: {player-name: Lebron James} and NBA players: {player-name: Giannis
Antetokounmpo and < 30}

別のオブジェクト内にネストされたオブジェクトがドキュメントにある場合でも、すべてのレベルを指定
することでデータを取得できます。これを実行するには、次を貼り付けます。
Top-Power-forwards.NBA players: {player-name:Lebron James}

Amazon OpenSearch Service のカスタムパッケー
ジ
Amazon OpenSearch Service では、クラスターで使用するカスタム辞書ファイル (ストップワードやシノ
ニムなど) をアップロードできます。これらのタイプのファイルの総称は、パッケージです。辞書ファイ
ルは、特定の高頻度の単語を無視するか、「フローズンカスタード」、「ジェラート」、「アイスクリー
ム」などの用語を同等に扱うように OpenSearch に指示することで、検索結果を改善します。また、日本
語 (kuromoji) 分析プラグインなどのステミングを改善することもできます。
トピック
• パッケージの許可要件 (p. 243)
• Amazon S3 へのパッケージのアップロード (p. 244)
• パッケージのインポートと関連付け (p. 244)
• OpenSearch でのカスタムパッケージの使用 (p. 245)
•
•
•
•

カスタムパッケージの更新 (コンソール) (p. 247)
カスタムパッケージの更新 (AWS SDK) (p. 247)
インデックスの手動更新 (p. 249)
パッケージの関連付け解除と削除 (p. 250)

パッケージの許可要件
管理者アクセス権のないユーザーには、AWS Identity and Access Management (IAM) アクションを使用し
て、パッケージを管理できます。
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• es:CreatePackage - OpenSearch Service リージョンにパッケージを作成する
• es:DeletePackage - OpenSearch Service リージョンからパッケージを削除する
• es:AssociatePackage - パッケージをドメインに関連付ける
• es:DissociatePackage - ドメインからパッケージの関連付けを解除する
カスタムパッケージが存在する Amazon S3 バケットパスまたはオブジェクトに対する許可も必要です。
ドメインアクセスポリシー内ではなく、IAM 内のすべての許可を付与します。詳細については、「the
section called “アイデンティティとアクセス管理” (p. 133)」を参照してください。

Amazon S3 へのパッケージのアップロード
パッケージをドメインに関連付ける前に、Amazon S3 バケットにアップロードする必要があります。手順
については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「オブジェクトのアップロード」を参照
してください。
パッケージに機密情報が含まれている場合は、アップロード時に S3 で管理されたキーによるサーバー側
の暗号化を指定します。OpenSearch Service は、AWS KMS キーを使用して保護する S3 上のファイルに
アクセスできません。
ファイルをアップロードしたら、その S3 パスを書き留めます。パスの形式は s3://bucketname/file-path/file-name です。
テスト目的で、次のシノニムファイルを使用できます。synonyms.txt と名前を付けて保存します。
danish, croissant, pastry
ice cream, gelato, frozen custard
sneaker, tennis shoe, running shoe
basketball shoe, hightop

Hunspell 辞書など一部の辞書では、複数のファイルが使用され、ファイルシステム上に独自のディレクト
リが必要になります。現時点では、OpenSearch Service では単一ファイルの辞書のみがサポートされてい
ます。

パッケージのインポートと関連付け
コンソールは、パッケージを OpenSearch Service にインポートし、パッケージをドメインに関連付ける
最も簡単な方法です。Amazon S3 からパッケージをインポートすると、OpenSearch Service はパッケー
ジの独自のコピーを保存し、AES-256 を使用して、OpenSearch Service マネージドキーによりそのコ
ピーを自動的に暗号化します。

パッケージをドメインにインポートして関連付けるには (コンソール)
1.
2.
3.
4.

Amazon OpenSearch Service コンソールで、[パッケージ] を選択します。
[パッケージのインポート] を選択します。
パッケージにわかりやすい名前を付けます。
ファイルへの S3 パスを指定し、[送信] を選択します。

5.
6.

[パッケージ] 画面に戻ります。
パッケージのステータスが [使用可能] の場合は、パッケージを選択します。次に、[Associate to a
domain (ドメインへの関連付け)] を選択します。
ドメインを選択し、[関連付け] を選択します。

7.
8.
9.

ナビゲーションペインで、ドメインを選択し、[パッケージ] タブに進みます。
パッケージのステータスが [使用可能] の場合は、ID をメモします。[OpenSearch へのリクエス
ト (p. 245)] でファイルパスとして analyzers/id を使用します。
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または、AWS CLI、SDK、設定 API を使用して、パッケージのインポートと関連付けを行います。詳細に
ついては、「AWS CLI コマンドリファレンス」と「Amazon OpenSearch Service API リファレンス」を
参照してください。

OpenSearch でのカスタムパッケージの使用
ファイルをドメインに関連付けた後は、トークナイザやトークンフィルターの作成時
に、synonyms_path、stopwords_path、user_dictionary などのパラメータで使用できます。正確
なパラメータは、オブジェクトによって異なります。synonyms_path と stopwords_path はいくつか
のオブジェクトでサポートされますが、user_dictionary は kuromoji プラグイン専用です。
IK (中国語) 分析プラグインの場合、カスタム辞書ファイルをカスタムパッケージとしてアップロードして
ドメインに関連付けることができます。アップロードしたカスタム辞書ファイルはプラグインによって自
動的にピックアップされます。user_dictionary パラメータは必要ありません。ファイルがシノニム
ファイルの場合は、synonyms_path パラメータを使用します。
次の例では、シノニムファイルを新しいインデックスに追加します。
PUT my-index
{
"settings": {
"index": {
"analysis": {
"analyzer": {
"my_analyzer": {
"type": "custom",
"tokenizer": "standard",
"filter": ["my_filter"]
}
},
"filter": {
"my_filter": {
"type": "synonym",
"synonyms_path": "analyzers/F111111111",
"updateable": true
}
}
}
}
},
"mappings": {
"properties": {
"description": {
"type": "text",
"analyzer": "standard",
"search_analyzer": "my_analyzer"
}
}
}
}

このリクエストは、標準トークナイザとシノニムトークンフィルターを使用するインデックスのカスタム
アナライザーを作成します。
• トークナイザは、いくつかのルールのセットに基づいて、文字のストリームをトークン (通常は単語) に
分割します。最も単純な例は、空白文字に遭遇するたびに、先行する文字をトークンに分割する空白
トークナイザです。より複雑な例は標準トークナイザです。これは、一連の文法ベースのルールを使用
して多くの言語で動作します。
• トークンフィルターは、トークンの追加、変更、削除を行います。たとえば、シノニムトークンフィ
ルターは、シノニムリストで単語が見つかったときにトークンを追加します。ストップトークンフィル
ターは、ストップワードリスト内の単語を検出すると、トークンを削除します。
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このリクエストは、マッピングにテキストフィールド (description) を追加し、その検索アナライザー
として新しいアナライザーを使用するよう OpenSearch に指示します。インデックスアナライザーとし
て、まだ標準アナライザーが使用されていることがわかります。
最後に、トークンフィルターの行 "updateable": true をメモします。このフィールドは検索ア
ナライザーにのみ適用され、インデックスアナライザーには適用されず、後で検索アナライザーを更
新 (p. 247)したい場合に不可欠です。
テスト目的のために、インデックスにいくつかのドキュメントを追加します。
POST _bulk
{ "index": { "_index": "my-index",
{ "description": "ice cream" }
{ "index": { "_index": "my-index",
{ "description": "croissant" }
{ "index": { "_index": "my-index",
{ "description": "tennis shoe" }
{ "index": { "_index": "my-index",
{ "description": "hightop" }

"_id": "1" } }
"_id": "2" } }
"_id": "3" } }
"_id": "4" } }

次に、シノニムを使用して検索します。
GET my-index/_search
{
"query": {
"match": {
"description": "gelato"
}
}
}

この場合、OpenSearch は次の応答を返します。
{

}

"hits": {
"total": {
"value": 1,
"relation": "eq"
},
"max_score": 0.99463606,
"hits": [{
"_index": "my-index",
"_type": "_doc",
"_id": "1",
"_score": 0.99463606,
"_source": {
"description": "ice cream"
}
}]
}

Tip
辞書ファイルは、そのサイズに比例して Java ヒープ領域を使用します。たとえば、2 GiB
の辞書ファイルは、ノード上で 2 GiB のヒープ領域を消費する可能性があります。大きな
ファイルを使用する場合は、収容に十分なヒープ領域がノードにあることを確認してくださ
い。JVMMemoryPressure メトリクスをモニタリング (p. 72)し、必要に応じてクラスターをス
ケーリングします。
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カスタムパッケージの更新 (コンソール)
Amazon S3 に新しいバージョンのパッケージをアップロードしても、Amazon OpenSearch Service 上の
パッケージは自動的に更新されません。OpenSearch Service はファイルの独自のコピーを保存するため、
新しいバージョンを S3 にアップロードする場合は、ファイルを手動で更新する必要があります。
関連付けられた各ドメインはそのファイルの独自のコピーも保存します。検索動作を予測可能に保つため
に、ドメインは明示的に更新されるまで、現在のパッケージバージョンを引き続き使用します。カスタム
パッケージを更新するには、Amazon S3 Control でファイルを変更し、OpenSearch Service でパッケージ
を更新してから、更新を適用します。
1.

OpenSearch Service コンソールで、[パッケージ] を選択します。

2.

パッケージを選択し、[更新] を選択します。

3.

ファイルへの S3 パスを指定し、[パッケージの更新] を選択します。

4.

[パッケージ] 画面に戻ります。

5.

パッケージのステータスが [使用可能] に変わったら、それを選択します。次に、関連付けられたドメ
インを 1 つ以上選択し、[更新の適用] を選択し、確定します。関連付けステータスが [アクティブ] に
変わるまで待ちます。

6.

次の手順は、インデックスの設定方法によって異なります。
• ドメインが OpenSearch または Elasticsearch 7.8 以降を実行し、[更新可能 (p. 245)] フィールド
が true に設定されている検索アナライザーのみを使用する場合は、それ以上アクションを実行する
必要はありません。OpenSearch Service は、_plugins/_refresh_search_analyzers API を使用して、
自動的にインデックスを更新します。
• ドメインが Elasticsearch 7.7 以前を実行して、インデックスアナライザーを使用しているか、また
は updateable フィールドを使用していない場合は、「the section called “インデックスの手動更
新” (p. 249)]を参照してください。

コンソールは最も単純な方法ですが、OpenSearch Service パッケージを更新するには、AWS
CLI、SDK、または設定 API を使用することもできます。詳細については、「AWS CLI コマンドリファレ
ンス」と「Amazon OpenSearch Service API リファレンス」を参照してください。

カスタムパッケージの更新 (AWS SDK)
コンソールでパッケージを手動で更新する代わりに、SDK を使用して更新プロセスを自動化できま
す。次のサンプル Python スクリプトは、新しいパッケージファイルを Amazon S3 にアップロード
し、OpenSearch Service でパッケージを更新し、指定されたドメインに新しいパッケージを適用します。
更新が正常に完了したことを確認した後、OpenSearch にサンプル呼び出しを行い、新しいシノニムが適
用されたことを示します。
host、region、file_name、bucket_name、s3_key、package_id、domain_name、および query
の値を指定する必要があります。
from requests_aws4auth import AWS4Auth
import boto3
import requests
import time
import json
import sys
host = '' # The OpenSearch domain endpoint with https:// and a trailing slash. For
example, https://my-test-domain.us-east-1.es.amazonaws.com/
region = '' # For example, us-east-1
file_name = '' # The path to the file to upload
bucket_name = '' # The name of the S3 bucket to upload to

API バージョン 2015-01-01
247

Amazon OpenSearch Service デベロッパーガイド
カスタムパッケージの更新 (AWS SDK)
s3_key = '' # The name of the S3 key (file name) to upload to
package_id = '' # The unique identifier of the OpenSearch package to update
domain_name = '' # The domain to associate the package with
query = '' # A test query to confirm the package has been successfully updated
service = 'es'
credentials = boto3.Session().get_credentials()
client = boto3.client('opensearch')
awsauth = AWS4Auth(credentials.access_key, credentials.secret_key,
region, service, session_token=credentials.token)
def upload_to_s3(file_name, bucket_name, s3_key):
"""Uploads file to S3"""
s3 = boto3.client('s3')
try:
s3.upload_file(file_name, bucket_name, s3_key)
print('Upload successful')
return True
except FileNotFoundError:
sys.exit('File not found. Make sure you specified the correct file path.')
def update_package(package_id, bucket_name, s3_key):
"""Updates the package in OpenSearch Service"""
print(package_id, bucket_name, s3_key)
response = client.update_package(
PackageID=package_id,
PackageSource={
'S3BucketName': bucket_name,
'S3Key': s3_key
}
)
print(response)
def associate_package(package_id, domain_name):
"""Associates the package to the domain"""
response = client.associate_package(
PackageID=package_id, DomainName=domain_name)
print(response)
print('Associating...')
def wait_for_update(domain_name, package_id):
"""Waits for the package to be updated"""
response = client.list_packages_for_domain(DomainName=domain_name)
package_details = response['DomainPackageDetailsList']
for package in package_details:
if package['PackageID'] == package_id:
status = package['DomainPackageStatus']
if status == 'ACTIVE':
print('Association successful.')
return
elif status == 'ASSOCIATION_FAILED':
sys.exit('Association failed. Please try again.')
else:
time.sleep(10) # Wait 10 seconds before rechecking the status
wait_for_update(domain_name, package_id)
def sample_search(query):
"""Makes a sample search call to OpenSearch"""
path = '_search'
params = {'q': query}
url = host + path
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response = requests.get(url, params=params, auth=awsauth)
print('Searching for ' + '"' + query + '"')
print(response.text)

Note
AWS CLI を使用してスクリプトを実行すると、「パッケージが見つかりません」というエラー
が表示される場合、これは S3 バケットがあるリージョンではない ~/.aws/config で指定され
ているいずれかのリージョンを Boto3 が 使用している可能性があることを意味します。aws
configure を実行して正しいリージョンを指定するか、明示的にクライアントにそのリージョン
を追加します。
client = boto3.client('opensearch', region_name='us-east-1')

インデックスの手動更新
更新されたパッケージを使用するには、次の条件のいずれかを満たしている場合、インデックスを手動で
更新する必要があります。
• ドメインは Elasticsearch 7.7 以前を実行しています。
• カスタムパッケージをインデックスアナライザーとして使用しています。
• 検索アナライザーとしてカスタムパッケージを使用していますが、[更新可能 (p. 245)] フィールドは含
まれていません。
新しいパッケージファイルでアナライザーを更新するには、次の 2 つのオプションがあります。
• 更新するインデックスを閉じて開きます。
POST my-index/_close
POST my-index/_open

• インデックスを再作成します。まず、更新されたシノニムファイル (または新しいファイル全体) を使用
するインデックスを作成します。
PUT my-new-index
{
"settings": {
"index": {
"analysis": {
"analyzer": {
"synonym_analyzer": {
"type": "custom",
"tokenizer": "standard",
"filter": ["synonym_filter"]
}
},
"filter": {
"synonym_filter": {
"type": "synonym",
"synonyms_path": "analyzers/F222222222"
}
}
}
}
},
"mappings": {
"properties": {
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}

}

}

"description": {
"type": "text",
"analyzer": "synonym_analyzer"
}

次に、古いインデックスをその新しいインデックスに再作成します。
POST _reindex
{
"source": {
"index": "my-index"
},
"dest": {
"index": "my-new-index"
}
}

インデックスアナライザーを頻繁に更新する場合は、インデックスエイリアスを使用して、最新のイン
デックスへの一貫したパスを維持します。
POST _aliases
{
"actions": [
{
"remove": {
"index": "my-index",
"alias": "latest-index"
}
},
{
"add": {
"index": "my-new-index",
"alias": "latest-index"
}
}
]
}

古いインデックスが必要ない場合は、削除します。
DELETE my-index

パッケージの関連付け解除と削除
ドメインからパッケージを分離すると、新しいインデックスを作成するときにそのファイルを使用できな
くなります。すでにファイルを使用しているインデックスは、引き続きファイルを使用できます。
コンソールは、ドメインからパッケージの関連付けを解除し、OpenSearch Service から削除する最も簡単
な方法です。OpenSearch サービスからパッケージを削除しても、それはAmazon S3 上の元の場所から削
除されません。

ドメインからパッケージの関連付けを解除し、OpenSearch Service から削除するには (コンソー
ル)
1.

https://aws.amazon.com にアクセスし、[コンソールにサインイン] を選択します。
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2.

[分析] の下で、[Amazon OpenSearch Service] を選択します。

3.

ナビゲーションペインで、ドメインを選択し、[パッケージ] タブを選択します。

4.

パッケージを選択して、[アクション] を選択し、[関連付け解除] を選択します。選択内容を確認しま
す。

5.

パッケージがリストから消えるのを待ちます。ブラウザを更新することが必要な場合があります。

6.

パッケージを他のドメインで使用する場合は、ここで停止します。パッケージの削除を続行するに
は、ナビゲーションペインで [パッケージ] を選択します。

7.

パッケージを選択し、[削除] を選択します。

または、AWS CLI、SDK、設定 API を使用して、パッケージを関連付け解除および削除します。詳細につ
いては、「AWS CLI コマンドリファレンス」と「Amazon OpenSearch Service API リファレンス」を参
照してください。

SQL を用いた Amazon OpenSearch Service のデー
タのクエリを行う
JSON ベースの OpenSearch クエリ DSL を使用するのではなく、SQL を使用して Amazon OpenSearch
Service のクエリを行うことができます。SQL を用いたクエリの実施は、その言語にすでに精通している
場合や、それを使用するアプリケーションにドメインを統合する場合に役立ちます。
次のテーブルを使用して、OpenSearch および Elasticsearch の各バージョンでサポートされている SQL
プラグインのバージョンを見つけます。

OpenSearch
OpenSearch バー
ジョン

SQL プラグイン
バージョン

注目すべき機能

1.3.0

1.3.0.0

デフォルトのクエリ制限サイズと、値リスト内から選択する
IN 句をサポート

1.2.0

1.2.0.0

可視化応答形式の新しいプロトコルを追加

1.1.0

1.1.0.0

SQL と PPL のフィルターとしてマッチ機能をサポートする

1.0.0

1.0.0.0

データストリームのクエリをサポートする

Open Distro for Elasticsearch
Elasticsearch バー
ジョン

SQL プラグイン
バージョン

注目すべき機能

7.10

1.13.0

Window 関数の NULL FIRST および LAST、CAST() 関
数、SHOW、および DESCRIBE コマンド

7.9

1.11.0

追加の日付/時刻関数、ORDER BY キーワードの追加

7.8

1.9.0

7.7

1.8.0

7.3

1.3.0

複数の文字列および数値演算子
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Elasticsearch バー
ジョン

SQL プラグイン
バージョン

7.1

1.1.0

注目すべき機能

SQL サポートは、OpenSearch または Elasticsearch 6.5 以降を実行しているドメインで利用できま
す。SQL プラグインの完全なドキュメントは「OpenSearch ドキュメント」で入手できます。

サンプル呼び出し
SQL を用いてデータのクエリを行うには、次の形式を使用して _sql に HTTP リクエストを送信します。
POST domain-endpoint/_plugins/_sql
{
"query": "SELECT * FROM my-index LIMIT 50"
}

Note
ドメインが OpenSearch ではなく Elasticsearch を実行している場合、フォーマットは
_opendistro/_sql になります。

注意と相違点
_plugins/_sql の呼び出しではリクエストボディにインデックス名が含まれるため、バルク、mget、お
よび msearch オペレーションと同じアクセスポリシーの考慮事項 (p. 146)が適用されます。これまでどお
り、API オペレーションにアクセス許可を付与するときは、最小権限の原則に従う必要があります。
きめ細かなアクセスコントロールでの SQL の使用に関連するセキュリティ上の考慮事項については、
「the section called “きめ細かなアクセスコントロール” (p. 152)」を参照してください。
OpenSearch SQL プラグインには、多くの調整可能な設定があります。OpenSearch Service では、プラ
グイン設定のパス (_plugins/_query/settings) ではなく、_cluster/settings パスを使用しま
す。
PUT _cluster/settings
{
"transient" : {
"plugins.sql.enabled" : true
}
}

レガシー Elasticsearch ドメインの場合、plugins を opendistro に置き換えます。
PUT _cluster/settings
{
"transient" : {
"opendistro.sql.enabled" : true
}
}

SQL Workbench
SQL Workbench は、オンデマンド SQL クエリの実行、SQL から REST への変換を行えるほか、テキス
ト、JSON、JDBC、または CSV として結果を表示および保存できる OpenSearch Dashboards ユーザー
インターフェイスです。詳細については、「クエリワークベンチ」を参照してください。
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SQL CLI
SQL CLI は、opensearchsql コマンドで起動できるスタンドアロンの Python アプリケーションです。
インストール、構成、および使用のステップについては、「SQL CLI」を参照してください。

JDBC ドライバー
Java Database Connectivity (JDBC) ドライバーにより、OpenSearch Service ドメインをお気に入りのビ
ジネスインテリジェンス (BI) アプリケーションに統合できます。開始するには、「GitHub リポジトリ」を
参照してください。ドライバー用のバージョン互換性の概要を、次のテーブルに示します。Elasticsearch
ドライバー用のオープンディストリビューションは、こちらからダウンロードできます。OpenSearch ド
ライバーは、まだダウンロードできません。

OpenSearch
OpenSearch バージョン

JDBC ドライバーバージョン

1.3

1.0.0.0

1.2

1.0.0.0

1.1

1.0.0.0

1.0

1.0.0.0

Open Distro for Elasticsearch
Elasticsearch バージョン

JDBC ドライバーバージョン

7.10

1.13.0

7.9

1.11.0

7.8

1.9.0

7.7

1.8.0

7.4

1.4.0

7.1

1.0.0

6.8

0.9.0

6.7

0.9.0

6.5

0.9.0

ODBC ドライバー
Open Database Connectivity (ODBC) ドライバーは、Windows および macOS 用の読み取り専用 ODBC ド
ライバーです。これを使用すると、Tableau、Microsoft Excel、および Power BI のようなビジネスインテ
リジェンスおよびデータ可視化アプリケーションを SQL プラグインに接続できます。Elasticsearch ドラ
イバー用のオープンディストリビューションは、こちらから ダウンロードできます。OpenSearch ドライ
バーは、まだダウンロードできません。ドライバーのインストールの詳細については、GitHub の SQL リ
ポジトリ を参照してください。
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Amazon OpenSearch Service での K 最近傍 (k-NN)
検索
関連する K 最近傍アルゴリズムでは、Amazon OpenSearch Service 用 k-NN を使用すると、ベクトル空間
内のポイントを検索し、ユークリッド距離またはコサイン類似度によってそれらのポイントの「最近傍」
を見つけることができます。ユースケースには、推奨 (音楽アプリケーションの「おすすめの曲」機能な
ど)、画像認識、不正行為の検出などがあります。
Amazon OpenSearch Service ドメインで実行されている k-NN プラグインのバージョンを確認する
には、次のテーブルを参照してください。各 k-NN プラグインのバージョンは、OpenSearch または
Elasticsearch バージョンに対応しています。

OpenSearch
OpenSearch バー
ジョン

k-NN プラグイン
バージョン

注目すべき機能

1.0

1.0.0.0

下位互換性をサポートしながらREST APIの名前が変更さ
れ、opendistro から opensearch に名前空間の名前が変更
されます

1.1

1.1.0.0

1.2

1.2.0.0

1.3

1.3.0.0

Faiss ライブラリのサポートを追加

Elasticsearch
Elasticsearch バー
ジョン

k-NN プラグイン
バージョン

注目すべき機能

7.1

1.3.0.0

ユークリッド距離

7.4

1.4.0.0

7.7

1.8.0.0

7.8

1.9.0.0

7.9

1.11.0.0

ウォームアップ API、カスタムスコアリング

7.10

1.13.0.0

ハミング距離、L1 ノルム距離、ペインレススクリプティング

コサイン類似度

k-NN プラグインの詳細なドキュメントは、「OpenSearch ドキュメント」で入手可能です。k 最近傍アル
ゴリズムの背景情報については、Wikipedia を参照してください。

k-NN を用いた開始方法
k-NN を使用するには、index.knn 設定でインデックスを作成し、knn_vector データ型の 1 つ以上の
フィールドを追加する必要があります。
PUT my-index
{
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}

"settings": {
"index.knn": true
},
"mappings": {
"properties": {
"my_vector1": {
"type": "knn_vector",
"dimension": 2
},
"my_vector2": {
"type": "knn_vector",
"dimension": 4
}
}
}

knn_vector データ型は、必要な dimension パラメータによって定義された浮動小数点数ととも
に、10,000 個までの浮動小数点数の単一のリストをサポートします。インデックスを作成したら、そのイ
ンデックスにデータを追加します。
POST _bulk
{ "index": { "_index": "my-index", "_id": "1" } }
{ "my_vector1": [1.5, 2.5], "price": 12.2 }
{ "index": { "_index": "my-index", "_id": "2" } }
{ "my_vector1": [2.5, 3.5], "price": 7.1 }
{ "index": { "_index": "my-index", "_id": "3" } }
{ "my_vector1": [3.5, 4.5], "price": 12.9 }
{ "index": { "_index": "my-index", "_id": "4" } }
{ "my_vector1": [5.5, 6.5], "price": 1.2 }
{ "index": { "_index": "my-index", "_id": "5" } }
{ "my_vector1": [4.5, 5.5], "price": 3.7 }
{ "index": { "_index": "my-index", "_id": "6" } }
{ "my_vector2": [1.5, 5.5, 4.5, 6.4], "price": 10.3 }
{ "index": { "_index": "my-index", "_id": "7" } }
{ "my_vector2": [2.5, 3.5, 5.6, 6.7], "price": 5.5 }
{ "index": { "_index": "my-index", "_id": "8" } }
{ "my_vector2": [4.5, 5.5, 6.7, 3.7], "price": 4.4 }
{ "index": { "_index": "my-index", "_id": "9" } }
{ "my_vector2": [1.5, 5.5, 4.5, 6.4], "price": 8.9 }

次に、knn クエリタイプを使用してデータを検索できます。
GET my-index/_search
{
"size": 2,
"query": {
"knn": {
"my_vector2": {
"vector": [2, 3, 5, 6],
"k": 2
}
}
}
}

この場合、k はクエリが返す最近傍の数ですが、size オプションも含める必要があります。それ以外の
場合は、クエリ全体の k 結果ではなく、各シャード (および各セグメント) の k 結果が返されます。k-NN
は、最大 10,000 の k 値をサポートします。
knn クエリを他の句と混在させると、返される結果は k の結果よりも少なくなる場合があります。この例
では、post_filter 句を使用することにより、結果の数が 2 から 1 に減ります。
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GET my-index/_search
{
"size": 2,
"query": {
"knn": {
"my_vector2": {
"vector": [2, 3, 5, 6],
"k": 2
}
}
},
"post_filter": {
"range": {
"price": {
"gte": 6,
"lte": 10
}
}
}
}

k-NN の違い、チューニング、および制限
OpenSearch では、_cluster/settings APIを使用してすべての k-NN の設定を変更で
きます。OpenSearch Service では、knn.memory.circuit_breaker.enabled および
knn.circuit_breaker.triggered 以外のすべての設定を変更できます。k-NN 統計は、Amazon
CloudWatch メトリクス (p. 70)として含まれています。
特に、knn.memory.circuit_breaker.limit 統計情報およびインスタンスタイプに使用可能な RAM
に対して、各データノードの KNNGraphMemoryUsage メトリクスを確認できます。OpenSearch Service
は、インスタンスの RAM の半分を Java ヒープ (32 GiB のヒープサイズまで) に使用します。デフォルト
では、k-NN は残りの半分の 50% まで使用するため、32 GiB の RAM を持つインスタンスタイプは 8 GiB
のグラフに対応できます (32 * 0.5 * 0.5)。グラフのメモリ使用量がこの値を超えると、パフォーマンスが
低下する可能性があります。
インデックスがおおよその k-NN ("index.knn": true) を使っている場合、k-NN インデックス
をUltraWarm (p. 292)またはコールドストレージ (p. 301)に移行することはできません。index.knn が
false (k-NN) に設定されている場合、インデックスを他のストレージ階層に移動できます。

Amazon OpenSearch Service のクラスター間検索
Amazon OpenSearch Service でのクラスター間検索では、接続された複数のドメインにまたがってクエリ
と集計を実行できます。さまざまなタイプのワークロードを実行している場合には特に、単一の大きなド
メインではなく、複数の小さなドメインを使用する方が合理的です。
ワークロード固有のドメインを使用すると、次のタスクを実行できます。
• 特定のワークロードのインスタンスタイプを選択することにより、各ドメインを最適化する。
• ワークロード間で障害分離の境界を確立する。これは、ワークロードの 1 つに障害が発生しても、その
障害はその特定のドメイン内で食い止められ、他のワークロードに影響しないことを意味します。
• ドメイン間でより簡単にスケーリングできる。
クラスター間検索では OpenSearch Dashboards がサポートされているため、すべてのドメインで視覚化
とダッシュボード作成を行うことができます。
トピック
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• 制約事項 (p. 257)
• クラスター間検索の前提条件 (p. 257)
• クラスター間検索の料金 (p. 257)
• 接続のセットアップ (p. 257)
• 接続の削除 (p. 258)
• セキュリティのセットアップとサンプルチュートリアル (p. 259)
• OpenSearch Dashboards (p. 263)

制約事項
クラスター間検索には、以下に示す重要な制限事項があります。
• Elasticsearch ドメインを OpenSearch ドメインに接続することはできません。
• セルフマネージド OpenSearch/Elasticsearch クラスターに接続することはできません。
• リージョン間でドメインを接続するには、両方のドメインが Elasticsearch 7.10 以降または OpenSearch
上にある必要があります。
• ドメインでは、最大 20 の送信接続が可能です。同様に、ドメインでは最大 20 の着信接続が可能です。
つまり、1 つのドメインは、最大 20 の他のドメインに接続できます。
• 各ドメインはメジャーバージョンが同じであるか、最終マイナーバージョンと次のメジャーバージョン
の組み合わせである必要があります (たとえば、6.8 と 7.x は互換性があります)。
• クラスター間検索で、カスタム辞書や SQL を使用することはできません。
• AWS CloudFormation を使用してドメインを接続することはできません。
• M3 インスタンスとバースト可能 (T2 および T3) インスタンスではクラスター間検索は使用できませ
ん。

クラスター間検索の前提条件
クラスター間検索をセットアップする前に、ドメインが次の要件を満たしていることを確認してくださ
い。
• 2 つの OpenSearch ドメイン、またはバージョン 6.7 以降の Elasticsearch ドメイン
• Fine-grained access controlが有効
• ノード間暗号化が有効

クラスター間検索の料金
ドメインをまたがって検索する場合も、追加料金はかかりません。

接続のセットアップ
"ソース" ドメインは、クラスター間検索リクエストが発生したドメインを指します。つまり、ソースドメ
インは、ユーザーからの最初の検索リクエストの送信先です。
"ターゲット" ドメインは、ソースドメインから照会するドメインです。
クラスター間の接続は、ソースからターゲットドメインへの単方向のみです。つまり、ターゲットドメイ
ンからソースドメインを照会することはできません。ただし、反対方向で別の接続をセットアップするこ
とは可能です。
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ソースドメインは、ターゲットドメインへの "アウトバウンド" 接続を作成します。ターゲットドメイン
は、ソースドメインから "インバウンド" 接続リクエストを受信します。

接続をセットアップするには
1.

ドメインダッシュボードで、ドメインを選択し、[接続] タブに進みます。

2.

[アウトバウンド接続] セクションで、[リクエスト] を選択します。

3.

[接続のエイリアス] に接続の名前を入力します。

4.

利用中の AWS アカウント とリージョンのドメインに接続するか、別のアカウントまたは別のリー
ジョンのドメインに接続するかどうかを選択します。
• AWS アカウント およびリージョンのクラスターに接続するには、ドロップダウンメニューからド
メインを選択し、[Request] (リクエスト) を選択します。
• 別の AWS アカウント またはリージョンのクラスターに接続するには、リモートドメインのARNを
選択し、[Request] (リクエスト) を選択します。リージョン間でドメインを接続するには、両方の
ドメインで Elasticsearch バージョン 7.10 以降または OpenSearch が実行されている必要がありま
す。

5.

クラスター間検索では、まず接続リクエストを検証することで、前提条件が満たされているか確認が
行われます。ドメインに互換性がないことがわかった場合、接続リクエストは Validation failed
の状態になります。

6.

接続要求が正常に検証されると、接続リクエストはターゲットドメインに送信され、承認を受けま
す。この承認が行われるまで、接続は Pending acceptance の状態のままです。接続要求がター
ゲットドメインで承諾されると、状態が Active に変わり、ターゲットドメインをクエリに使用でき
るようになります。
• ドメインページには、ターゲットドメインについて、ドメインの全体的な正常性とインスタンスの
正常性に関する詳細が表示されます。ドメインとの間の接続を柔軟に作成、表示、削除、モニタリ
ングできるのは、ドメイン所有者のみです。

接続が確立されると、接続されたドメインのノード間ではすべてのトラフィックフローが暗号化されま
す。VPC ドメインを非 VPC ドメインに接続し、非 VPC ドメインがインターネットからのトラフィックを
受信できるパブリックエンドポイントである場合も、ドメイン間のクラスター間トラフィックは暗号化さ
れ安全です。

接続の削除
接続を削除すると、インデックスに対するクラスター間のオペレーションがすべて停止します。
1.

ドメインダッシュボードで、[接続] タブに移動します。

2.

削除するドメイン接続を選択し、[削除] を選択したら、削除を確定します。

接続を削除するには、ソースドメインまたはターゲットドメインのいずれかでこれらの手順を実行できま
す。削除した接続は 15 日間 Deleted ステータスで表示されます。
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アクティブなクラスター間接続のあるドメインは削除できません。ドメインを削除するには、まずそのド
メインからすべての受信接続と送信接続を削除します。この操作は、ドメインを削除する前にクラスター
間ドメインのユーザーを考慮するために行います。

セキュリティのセットアップとサンプルチュートリア
ル
1.

クラスター間検索リクエストをソースドメインに送信します。

2.

ソースドメインでは、ドメインアクセスポリシーに照らし合わせてリクエストを評価します。クラス
ター間検索にはきめ細かなアクセス制御が必要になるため、ソースドメインでオープンアクセスポリ
シーを使用することをお勧めします。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": [
"*"
]
},
"Action": [
"es:ESHttp*"
],
"Resource": "arn:aws:es:region:account:domain/src-domain/*"
}
]

Note
パスにリモートインデックスを含める場合は、ドメイン ARN で URI を URL エンコード
する必要があります。例えば、arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/
my-domain/local_index,dst:remote_index ではなく arn:aws:es:useast-1:123456789012:domain/my-domain/local_index,dst%3Aremote_index を
使用します。
きめ細かなアクセス制御に加えて制限付きアクセスポリシーを使用する場合は、ポリシーでは最低限
でも es:ESHttpGet へのアクセスを許可する必要があります。
{

}

3.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": [
"arn:aws:iam::123456789012:user/test-user"
]
},
"Action": "es:ESHttpGet",
"Resource": "arn:aws:es:region:account:domain/src-domain/*"
}
]

ソースドメインに対するきめ細かなアクセス制御 (p. 152)では、要求が次のように評価されます。
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• リクエストが、有効な IAM または HTTP 基本認証情報で署名されているか。
• その場合、検索を実行し、データにアクセスするためのアクセス許可がユーザーにあるか。
要求がターゲットドメインのデータのみを検索する場合 (例: dest-alias:dest-index/
_search)、ターゲットドメインに対するアクセス許可のみが必要になります。
両方のドメインを対象にしたデータ検索のリクエストの場合 (例: source-index,destalias:dest-index/_search)、両方のドメインに対するアクセス許可が必要です。
きめ細かいアクセス制御を使用する場合、ユーザーには、関連するインデックスに対して標準の
read または search アクセス許可に加えて indices:admin/shards/search_shards アクセス
許可も必要になります。
4.

ソースドメインは、ターゲットドメインにリクエストを渡します。ターゲットドメインでは、このリ
クエストをドメインアクセスポリシーに照らし合わせて評価します。ターゲットドメインに対する
es:ESCrossClusterGet アクセス許可も含める必要があります。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "*"
},
"Action": "es:ESCrossClusterGet",
"Resource": "arn:aws:es:region:account:domain/dst-domain"
}
]

es:ESCrossClusterGet アクセス許可が /dst-domain/* ではなく /dst-domain に適用されて
いることを確認してください。
ただし、この最小ポリシーでは、クラスター間検索のみが許可されます。ドキュメントのインデッ
クス作成や標準検索の実行など、他のオペレーションを実行するには、追加のアクセス許可が必要で
す。ターゲットドメインでは、以下のポリシーの使用をお勧めします。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": [
"*"
]
},
"Action": [
"es:ESHttp*"
],
"Resource": "arn:aws:es:region:account:domain/dst-domain/*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "*"
},
"Action": "es:ESCrossClusterGet",
"Resource": "arn:aws:es:region:account:domain/dst-domain"
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}

]

}

Note
ドメイン間のクラスター間検索リクエストはすべて、ノード間の暗号化の一環としてデフォ
ルトで転送中に暗号化されます。
5.

ターゲットドメインで検索が実行され、結果がソースドメインに返されます。

6.

ソースドメインにより、独自の結果 (存在する場合) とターゲットドメインの結果を組み合わせたもの
が返されます。

7.

テストリクエストには、Postman の使用をお勧めします。
• ターゲットドメインで、ドキュメントのインデックスを作成します。
POST https://dst-domain.us-east-1.es.amazonaws.com/books/_doc/1
{
}

"Dracula": "Bram Stoker"

• ソースドメインからこのインデックスを照会するには、クエリ内にターゲットドメインの接続エイ
リアスを含めます。
GET https://src-domain.us-east-1.es.amazonaws.com/<connection_alias>:books/_search
{

}

...
"hits": [
{
"_index": "source-destination:books",
"_type": "_doc",
"_id": "1",
"_score": 1,
"_source": {
"Dracula": "Bram Stoker"
}
}
]

接続エイリアスは、ドメインダッシュボードの [接続] タブで確認できます。
• domain-a -> domain-b の接続を接続エイリアス cluster_b でセットアップし、domaina -> domain-c 接続を接続エイリアス cluster_c でセットアップする場合は、次のように
domain-a、domain-b、および domain-c を検索します。
GET https://src-domain.us-east-1.es.amazonaws.com/
local_index,cluster_b:b_index,cluster_c:c_index/_search
{
"query": {
"match": {
"user": "domino"
}
}
}

[Response] (レスポンス)
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{

}

"took": 150,
"timed_out": false,
"_shards": {
"total": 3,
"successful": 3,
"failed": 0,
"skipped": 0
},
"_clusters": {
"total": 3,
"successful": 3,
"skipped": 0
},
"hits": {
"total": 3,
"max_score": 1,
"hits": [
{
"_index": "local_index",
"_type": "_doc",
"_id": "0",
"_score": 1,
"_source": {
"user": "domino",
"message": "Lets unite the new mutants",
"likes": 0
}
},
{
"_index": "cluster_b:b_index",
"_type": "_doc",
"_id": "0",
"_score": 2,
"_source": {
"user": "domino",
"message": "I'm different",
"likes": 0
}
},
{
"_index": "cluster_c:c_index",
"_type": "_doc",
"_id": "0",
"_score": 3,
"_source": {
"user": "domino",
"message": "So am I",
"likes": 0
}
}
]
}

検索リクエストを正常に実行するには、検索するすべてのターゲットクラスターが使用可能である
必要があります。そうでない場合は、リクエスト全体が失敗します ドメインのうち、いずれか 1 つ
だけが使用できない場合でも、検索結果は返されません。
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OpenSearch Dashboards
接続された複数ドメインのデータは、単一のドメインの場合と同じ方法で可視化できます
が、connection-alias:index を使用してリモートインデックスにアクセスする必要があります。イン
デックスパターンは connection-alias:index に一致する必要があります。

Amazon OpenSearch Service 用の Learning to
Rank
OpenSearch は、BM-25 と呼ばれる確率的ランキングフレームワークを使用して、関連性スコアを計算し
ます。特定のキーワードがドキュメント内で頻繁に表示される場合、BM-25 はそのドキュメントに対して
高い関連性スコアを割り当てます。ただし、このフレームワークでは、クリックスルーデータなどのユー
ザーの行動は考慮されないため、関連性がさらに改善します。
Learning to Rank はオープンソースの OpenSearch プラグインで、機械学習と行動データを使用してド
キュメントの関連性を調整できます。XGBoost および Ranklib ライブラリのモデルを使用して、検索結
果のリスコアを行います。Elasticsearch LTプラグインは当初、OpenSource Connections によって開発さ
れ、ウィキメディア財団、Snagajob Engineering、Bonsai、Yelp Engineering による多大な貢献がありま
す。OpenSearch バージョンのプラグインは Elasticsearch LTR プラグインから派生しています。詳細なス
テップや API の説明など、完全なドキュメントについては、Learning to Rank ドキュメントで入手可能で
す。
Learning to Rank には、OpenSearch または Elasticsearch 7.7 以降が必要です。

Note
Learning to Rank プラグインを使用するには、完全な管理者許可が必要です。詳細について
は、the section called “マスターユーザーの変更” (p. 164)を参照してください。
トピック
• Learning to Rank を開始する (p. 263)
• Learning to Rank API (p. 278)

Learning to Rank を開始する
判断リストを提供し、トレーニングデータセットを準備し、Amazon OpenSearch Service 以外でモデルを
トレーニングする必要があります。青の部分は、OpenSearch サービスの外部で発生します。
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ステップ 1: プラグインを初期化する
Learning to Rank プラグインを初期化するには、OpenSearch Service ドメインに次のリクエストを送信し
ます。
PUT _ltr
{

}

"acknowledged" : true,
"shards_acknowledged" : true,
"index" : ".ltrstore"

このコマンドは、機能セットやモデルなどのメタデータ情報を保存する非表示の .ltrstore インデック
スを作成します。

ステップ 2: 判断リストを作成する
Note
このステップは、OpenSearch Service 以外で実行する必要があります。
判断リストは、機械学習モデルが学習する例を集めたものです。判断リストには、自分にとって重要な
キーワードと、各キーワードのグレード付けされたドキュメントのセットを含める必要があります。
この例では、ムービーデータセットの判断リストがあります。4 のグレードは完全一致を示します。0 の
グレードは最も悪い一致を示します。
グレード

キーワード

ドキュメントID

ムービー名

4

rambo

7555

Rambo

3

rambo

1370

Rambo III

3

rambo

1369

Rambo: First Blood Part
II

3

rambo

1368

First Blood

判断リストを以下の形式で準備します。
4
3
3
3

qid:1
qid:1
qid:1
qid:1

#
#
#
#

7555
1370
1369
1368

Rambo
Rambo III
Rambo: First Blood Part II
First Blood

where qid:1 represents "rambo"

判定リストのより完全な例については、「映画の判断」を参照してください。。
この判断リストは、人間の注釈者の助けを借りて手動で作成することも、分析データからプログラムで推
測することもできます。

ステップ 3: 機能セットを構築する
機能とは、ドキュメントの関連性に対応するフィールドです。例え
ば、title、overview、popularity score (再生数) などが表示されます。
API バージョン 2015-01-01
264

Amazon OpenSearch Service デベロッパーガイド
Learning to Rank を開始する

各機能の Mustache テンプレートを用いて機能セットを構築します。機能の詳細については、「機能を用
いた操作」を参照してください。
この例では、title および overview フィールドを用いて movie_features 機能セットを構築します
POST _ltr/_featureset/movie_features
{
"featureset" : {
"name" : "movie_features",
"features" : [
{
"name" : "1",
"params" : [
"keywords"
],
"template_language" : "mustache",
"template" : {
"match" : {
"title" : "{{keywords}}"
}
}
},
{
"name" : "2",
"params" : [
"keywords"
],
"template_language" : "mustache",
"template" : {
"match" : {
"overview" : "{{keywords}}"
}
}
}
]
}
}

元の .ltrstore インデックスのクエリを行うと、機能セットが返されます。
GET _ltr/_featureset

ステップ 4: 機能値のログを取る
機能値は、各機能について BM-25 によって計算された関連性スコアです。
機能セットと判断リストを組み合わせて、機能値のログを取ります。機能のログギングの詳細について
は、「機能のログギングスコア」を参照してください。
この例では、bool クエリは、フィルターを用いてグレード付けされたドキュメントを取得してか
ら、sltr クエリを用いて機能セットを選択します。ltr_log クエリは、ドキュメントと機能を組み合わ
せて、対応する機能値のログを取ります。
POST tmdb/_search
{
"_source": {
"includes": [
"title",
"overview"
]
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}

},
"query": {
"bool": {
"filter": [
{
"terms": {
"_id": [
"7555",
"1370",
"1369",
"1368"
]
}
},
{
"sltr": {
"_name": "logged_featureset",
"featureset": "movie_features",
"params": {
"keywords": "rambo"
}
}
}
]
}
},
"ext": {
"ltr_log": {
"log_specs": {
"name": "log_entry1",
"named_query": "logged_featureset"
}
}
}

以下にレスポンスの例を示します。
{

"took" : 7,
"timed_out" : false,
"_shards" : {
"total" : 1,
"successful" : 1,
"skipped" : 0,
"failed" : 0
},
"hits" : {
"total" : {
"value" : 4,
"relation" : "eq"
},
"max_score" : 0.0,
"hits" : [
{
"_index" : "tmdb",
"_type" : "movie",
"_id" : "1368",
"_score" : 0.0,
"_source" : {
"overview" : "When former Green Beret John Rambo is harassed by local law
enforcement and arrested for vagrancy, the Vietnam vet snaps, runs for the hills and rata-tat-tats his way into the action-movie hall of fame. Hounded by a relentless sheriff,
Rambo employs heavy-handed guerilla tactics to shake the cops off his tail.",
"title" : "First Blood"
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},
"fields" : {
"_ltrlog" : [
{
"log_entry1" : [
{
"name" : "1"
},
{
"name" : "2",
"value" : 10.558305
}
]
}
]
},
"matched_queries" : [
"logged_featureset"
]

},
{

"_index" : "tmdb",
"_type" : "movie",
"_id" : "7555",
"_score" : 0.0,
"_source" : {
"overview" : "When governments fail to act on behalf of captive missionaries,
ex-Green Beret John James Rambo sets aside his peaceful existence along the Salween River
in a war-torn region of Thailand to take action. Although he's still haunted by violent
memories of his time as a U.S. soldier during the Vietnam War, Rambo can hardly turn his
back on the aid workers who so desperately need his help.",
"title" : "Rambo"
},
"fields" : {
"_ltrlog" : [
{
"log_entry1" : [
{
"name" : "1",
"value" : 11.2569065
},
{
"name" : "2",
"value" : 9.936821
}
]
}
]
},
"matched_queries" : [
"logged_featureset"
]
},
{
"_index" : "tmdb",
"_type" : "movie",
"_id" : "1369",
"_score" : 0.0,
"_source" : {
"overview" : "Col. Troutman recruits ex-Green Beret John Rambo for a highly
secret and dangerous mission. Teamed with Co Bao, Rambo goes deep into Vietnam to rescue
POWs. Deserted by his own team, he's left in a hostile jungle to fight for his life,
avenge the death of a woman and bring corrupt officials to justice.",
"title" : "Rambo: First Blood Part II"
},
"fields" : {
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"_ltrlog" : [
{
"log_entry1" : [
{
"name" : "1",
"value" : 6.334839
},
{
"name" : "2",
"value" : 10.558305
}
]
}
]
},
"matched_queries" : [
"logged_featureset"
]

},
{

"_index" : "tmdb",
"_type" : "movie",
"_id" : "1370",
"_score" : 0.0,
"_source" : {
"overview" : "Combat has taken its toll on Rambo, but he's finally begun to find
inner peace in a monastery. When Rambo's friend and mentor Col. Trautman asks for his help
on a top secret mission to Afghanistan, Rambo declines but must reconsider when Trautman
is captured.",
"title" : "Rambo III"
},
"fields" : {
"_ltrlog" : [
{
"log_entry1" : [
{
"name" : "1",
"value" : 9.425955
},
{
"name" : "2",
"value" : 11.262714
}
]
}
]
},
"matched_queries" : [
"logged_featureset"
]
}
]
}

}

前の例では、1 番目の機能には機能値がありません。これは、1368 に等しい ID が付いたドキュメントの
タイトルフィールドに「rambo」というキーワードが表示されていないからです。これは、トレーニング
データで欠落している機能値です。

ステップ 2: トレーニングデータセットを作成する
Note
このステップは、OpenSearch Service 以外で実行する必要があります。
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次のステップでは、判断リストと機能値を組み合わせて、トレーニングデータセットを作成します。元の
判断リストは次のようになります。
4
3
3
3

qid:1
qid:1
qid:1
qid:1

#
#
#
#

7555
1370
1369
1368

Rambo
Rambo III
Rambo: First Blood Part II
First Blood

それを最終的なトレーニングデータセットに変換します。これは次のようになります。
4
3
3
3

qid:1
qid:1
qid:1
qid:1

1:12.318474 2:10.573917 # 7555 rambo
1:10.357875 2:11.950391 # 1370 rambo
1:7.010513 2:11.220095 # 1369 rambo
1:0.0 2:11.220095 # 1368 rambo

このステップは手動で実行することも、プログラムを記述して自動化することもできます。

ステップ6：アルゴリズムを選択してモデルを構築する
Note
このステップは、OpenSearch Service 以外で実行する必要があります。
トレーニングデータセットを配置したら、次のステップは XGBoost ライブラリまたは Ranklib ライ
ブラリを使用してモデルを構築することです。XgBoost ライブラリと Ranklib ライブラリを使用する
と、Lambdamart や Random Forest などの人気モデルを構築できます。
XGBoost と Ranklib を使用してモデルを構築するステップについては、それぞれ「XGBoost」および
「RankLib」ドキュメントを参照してください。Amazon SageMaker を使用して XGBoost モデルを構築す
るには、「XGBoost アルゴリズム」を参照してください。

ステップ 7: モデルをデプロイする
モデルを構築したら、それを Learning to Rank プラグインに展開します。モデルのデプロイの詳細につい
ては、「トレーニングされたモデルのアップロード」を参照してください。。
この例では、Ranklib ライブラリを使用して my_ranklib_model モデルを構築します。
POST _ltr/_featureset/movie_features/_createmodel?pretty
{
"model": {
"name": "my_ranklib_model",
"model": {
"type": "model/ranklib",
"definition": """## LambdaMART
## No. of trees = 10
## No. of leaves = 10
## No. of threshold candidates = 256
## Learning rate = 0.1
## Stop early = 100
<ensemble>
<tree id="1" weight="0.1">
<split>
<feature>1</feature>
<threshold>10.357875</threshold>
<split pos="left">
<feature>1</feature>
<threshold>0.0</threshold>
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<split pos="left">
<output>-2.0</output>
</split>
<split pos="right">
<feature>1</feature>
<threshold>7.010513</threshold>
<split pos="left">
<output>-2.0</output>
</split>
<split pos="right">
<output>-2.0</output>
</split>
</split>
</split>
<split pos="right">
<output>2.0</output>
</split>
</split>
</tree>
<tree id="2" weight="0.1">
<split>
<feature>1</feature>
<threshold>10.357875</threshold>
<split pos="left">
<feature>1</feature>
<threshold>0.0</threshold>
<split pos="left">
<output>-1.67031991481781</output>
</split>
<split pos="right">
<feature>1</feature>
<threshold>7.010513</threshold>
<split pos="left">
<output>-1.67031991481781</output>
</split>
<split pos="right">
<output>-1.6703200340270996</output>
</split>
</split>
</split>
<split pos="right">
<output>1.6703201532363892</output>
</split>
</split>
</tree>
<tree id="3" weight="0.1">
<split>
<feature>2</feature>
<threshold>10.573917</threshold>
<split pos="left">
<output>1.479954481124878</output>
</split>
<split pos="right">
<feature>1</feature>
<threshold>7.010513</threshold>
<split pos="left">
<feature>1</feature>
<threshold>0.0</threshold>
<split pos="left">
<output>-1.4799546003341675</output>
</split>
<split pos="right">
<output>-1.479954481124878</output>
</split>
</split>
<split pos="right">
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<output>-1.479954481124878</output>
</split>
</split>
</split>
</tree>
<tree id="4" weight="0.1">
<split>
<feature>1</feature>
<threshold>10.357875</threshold>
<split pos="left">
<feature>1</feature>
<threshold>0.0</threshold>
<split pos="left">
<output>-1.3569872379302979</output>
</split>
<split pos="right">
<feature>1</feature>
<threshold>7.010513</threshold>
<split pos="left">
<output>-1.3569872379302979</output>
</split>
<split pos="right">
<output>-1.3569872379302979</output>
</split>
</split>
</split>
<split pos="right">
<output>1.3569873571395874</output>
</split>
</split>
</tree>
<tree id="5" weight="0.1">
<split>
<feature>1</feature>
<threshold>10.357875</threshold>
<split pos="left">
<feature>1</feature>
<threshold>0.0</threshold>
<split pos="left">
<output>-1.2721362113952637</output>
</split>
<split pos="right">
<feature>1</feature>
<threshold>7.010513</threshold>
<split pos="left">
<output>-1.2721363306045532</output>
</split>
<split pos="right">
<output>-1.2721363306045532</output>
</split>
</split>
</split>
<split pos="right">
<output>1.2721362113952637</output>
</split>
</split>
</tree>
<tree id="6" weight="0.1">
<split>
<feature>1</feature>
<threshold>10.357875</threshold>
<split pos="left">
<feature>1</feature>
<threshold>7.010513</threshold>
<split pos="left">
<feature>1</feature>
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<threshold>0.0</threshold>
<split pos="left">
<output>-1.2110036611557007</output>
</split>
<split pos="right">
<output>-1.2110036611557007</output>
</split>
</split>
<split pos="right">
<output>-1.2110037803649902</output>
</split>
</split>
<split pos="right">
<output>1.2110037803649902</output>
</split>
</split>
</tree>
<tree id="7" weight="0.1">
<split>
<feature>1</feature>
<threshold>10.357875</threshold>
<split pos="left">
<feature>1</feature>
<threshold>7.010513</threshold>
<split pos="left">
<feature>1</feature>
<threshold>0.0</threshold>
<split pos="left">
<output>-1.165616512298584</output>
</split>
<split pos="right">
<output>-1.165616512298584</output>
</split>
</split>
<split pos="right">
<output>-1.165616512298584</output>
</split>
</split>
<split pos="right">
<output>1.165616512298584</output>
</split>
</split>
</tree>
<tree id="8" weight="0.1">
<split>
<feature>1</feature>
<threshold>10.357875</threshold>
<split pos="left">
<feature>1</feature>
<threshold>7.010513</threshold>
<split pos="left">
<feature>1</feature>
<threshold>0.0</threshold>
<split pos="left">
<output>-1.131177544593811</output>
</split>
<split pos="right">
<output>-1.131177544593811</output>
</split>
</split>
<split pos="right">
<output>-1.131177544593811</output>
</split>
</split>
<split pos="right">
<output>1.131177544593811</output>
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</split>
</split>
</tree>
<tree id="9" weight="0.1">
<split>
<feature>2</feature>
<threshold>10.573917</threshold>
<split pos="left">
<output>1.1046180725097656</output>
</split>
<split pos="right">
<feature>1</feature>
<threshold>7.010513</threshold>
<split pos="left">
<feature>1</feature>
<threshold>0.0</threshold>
<split pos="left">
<output>-1.1046180725097656</output>
</split>
<split pos="right">
<output>-1.1046180725097656</output>
</split>
</split>
<split pos="right">
<output>-1.1046180725097656</output>
</split>
</split>
</split>
</tree>
<tree id="10" weight="0.1">
<split>
<feature>1</feature>
<threshold>10.357875</threshold>
<split pos="left">
<feature>1</feature>
<threshold>7.010513</threshold>
<split pos="left">
<feature>1</feature>
<threshold>0.0</threshold>
<split pos="left">
<output>-1.0838804244995117</output>
</split>
<split pos="right">
<output>-1.0838804244995117</output>
</split>
</split>
<split pos="right">
<output>-1.0838804244995117</output>
</split>
</split>
<split pos="right">
<output>1.0838804244995117</output>
</split>
</split>
</tree>
</ensemble>
"""
}
}
}

モデルを表示するには、次のリクエストを送信します。
GET _ltr/_model/my_ranklib_model
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ステップ 8: Learning to Rank を用いて検索する
モデルをデプロイしたら、検索する準備ができています。
使用する機能と実行するモデルの名前を用いて sltr クエリを実行します。
POST tmdb/_search
{
"_source": {
"includes": ["title", "overview"]
},
"query": {
"multi_match": {
"query": "rambo",
"fields": ["title", "overview"]
}
},
"rescore": {
"query": {
"rescore_query": {
"sltr": {
"params": {
"keywords": "rambo"
},
"model": "my_ranklib_model"
}
}
}
}
}

Learning to Rank では、判断リストの最高グレードを割り当てたため、「Rambo」が最初の結果として表
示されます。
{

"took" : 12,
"timed_out" : false,
"_shards" : {
"total" : 1,
"successful" : 1,
"skipped" : 0,
"failed" : 0
},
"hits" : {
"total" : {
"value" : 7,
"relation" : "eq"
},
"max_score" : 13.096414,
"hits" : [
{
"_index" : "tmdb",
"_type" : "movie",
"_id" : "7555",
"_score" : 13.096414,
"_source" : {
"overview" : "When governments fail to act on behalf of captive missionaries,
ex-Green Beret John James Rambo sets aside his peaceful existence along the Salween River
in a war-torn region of Thailand to take action. Although he's still haunted by violent
memories of his time as a U.S. soldier during the Vietnam War, Rambo can hardly turn his
back on the aid workers who so desperately need his help.",
"title" : "Rambo"
}
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},
{

"_index" : "tmdb",
"_type" : "movie",
"_id" : "1370",
"_score" : 11.17245,
"_source" : {
"overview" : "Combat has taken its toll on Rambo, but he's finally begun to find
inner peace in a monastery. When Rambo's friend and mentor Col. Trautman asks for his help
on a top secret mission to Afghanistan, Rambo declines but must reconsider when Trautman
is captured.",
"title" : "Rambo III"
}
},
{
"_index" : "tmdb",
"_type" : "movie",
"_id" : "1368",
"_score" : 10.442155,
"_source" : {
"overview" : "When former Green Beret John Rambo is harassed by local law
enforcement and arrested for vagrancy, the Vietnam vet snaps, runs for the hills and rata-tat-tats his way into the action-movie hall of fame. Hounded by a relentless sheriff,
Rambo employs heavy-handed guerilla tactics to shake the cops off his tail.",
"title" : "First Blood"
}
},
{
"_index" : "tmdb",
"_type" : "movie",
"_id" : "1369",
"_score" : 10.442155,
"_source" : {
"overview" : "Col. Troutman recruits ex-Green Beret John Rambo for a highly
secret and dangerous mission. Teamed with Co Bao, Rambo goes deep into Vietnam to rescue
POWs. Deserted by his own team, he's left in a hostile jungle to fight for his life,
avenge the death of a woman and bring corrupt officials to justice.",
"title" : "Rambo: First Blood Part II"
}
},
{
"_index" : "tmdb",
"_type" : "movie",
"_id" : "31362",
"_score" : 7.424202,
"_source" : {
"overview" : "It is 1985, and a small, tranquil Florida town is being rocked
by a wave of vicious serial murders and bank robberies. Particularly sickening to the
authorities is the gratuitous use of violence by two “Rambo” like killers who dress
themselves in military garb. Based on actual events taken from FBI files, the movie
depicts the Bureau’s efforts to track down these renegades.",
"title" : "In the Line of Duty: The F.B.I. Murders"
}
},
{
"_index" : "tmdb",
"_type" : "movie",
"_id" : "13258",
"_score" : 6.43182,
"_source" : {
"overview" : """Will Proudfoot (Bill Milner) is looking for an escape from his
family's stifling home life when he encounters Lee Carter (Will Poulter), the school
bully. Armed with a video camera and a copy of "Rambo: First Blood", Lee plans to make
cinematic history by filming his own action-packed video epic. Together, these two
newfound friends-turned-budding-filmmakers quickly discover that their imaginative ― and
sometimes mishap-filled ― cinematic adventure has begun to take on a life of its own!""",
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}

"title" : "Son of Rambow"

},
{

"_index" : "tmdb",
"_type" : "movie",
"_id" : "61410",
"_score" : 3.9719706,
"_source" : {
"overview" : "It's South Africa 1990. Two major events are about to happen: The
release of Nelson Mandela and, more importantly, it's Spud Milton's first year at an elite
boys only private boarding school. John Milton is a boy from an ordinary background who
wins a scholarship to a private school in Kwazulu-Natal, South Africa. Surrounded by boys
with nicknames like Gecko, Rambo, Rain Man and Mad Dog, Spud has his hands full trying to
adapt to his new home. Along the way Spud takes his first tentative steps along the path
to manhood. (The path it seems could be a rather long road). Spud is an only child. He
is cursed with parents from well beyond the lunatic fringe and a senile granny. His dad
is a fervent anti-communist who is paranoid that the family domestic worker is running
a shebeen from her room at the back of the family home. His mom is a free spirit and
a teenager's worst nightmare, whether it's shopping for Spud's underwear in the local
supermarket",
"title" : "Spud"
}
}
]
}

}

Learning to Rank プラグインを使用せずに検索すると、OpenSearch は異なる結果を返します。
POST tmdb/_search
{
"_source": {
"includes": ["title", "overview"]
},
"query": {
"multi_match": {
"query": "Rambo",
"fields": ["title", "overview"]
}
}
}

{

"took" : 5,
"timed_out" : false,
"_shards" : {
"total" : 1,
"successful" : 1,
"skipped" : 0,
"failed" : 0
},
"hits" : {
"total" : {
"value" : 5,
"relation" : "eq"
},
"max_score" : 11.262714,
"hits" : [
{
"_index" : "tmdb",
"_type" : "movie",
"_id" : "1370",
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"_score" : 11.262714,
"_source" : {
"overview" : "Combat has taken its toll on Rambo, but he's finally begun to find
inner peace in a monastery. When Rambo's friend and mentor Col. Trautman asks for his help
on a top secret mission to Afghanistan, Rambo declines but must reconsider when Trautman
is captured.",
"title" : "Rambo III"
}
},
{
"_index" : "tmdb",
"_type" : "movie",
"_id" : "7555",
"_score" : 11.2569065,
"_source" : {
"overview" : "When governments fail to act on behalf of captive missionaries,
ex-Green Beret John James Rambo sets aside his peaceful existence along the Salween River
in a war-torn region of Thailand to take action. Although he's still haunted by violent
memories of his time as a U.S. soldier during the Vietnam War, Rambo can hardly turn his
back on the aid workers who so desperately need his help.",
"title" : "Rambo"
}
},
{
"_index" : "tmdb",
"_type" : "movie",
"_id" : "1368",
"_score" : 10.558305,
"_source" : {
"overview" : "When former Green Beret John Rambo is harassed by local law
enforcement and arrested for vagrancy, the Vietnam vet snaps, runs for the hills and rata-tat-tats his way into the action-movie hall of fame. Hounded by a relentless sheriff,
Rambo employs heavy-handed guerilla tactics to shake the cops off his tail.",
"title" : "First Blood"
}
},
{
"_index" : "tmdb",
"_type" : "movie",
"_id" : "1369",
"_score" : 10.558305,
"_source" : {
"overview" : "Col. Troutman recruits ex-Green Beret John Rambo for a highly
secret and dangerous mission. Teamed with Co Bao, Rambo goes deep into Vietnam to rescue
POWs. Deserted by his own team, he's left in a hostile jungle to fight for his life,
avenge the death of a woman and bring corrupt officials to justice.",
"title" : "Rambo: First Blood Part II"
}
},
{
"_index" : "tmdb",
"_type" : "movie",
"_id" : "13258",
"_score" : 6.4600153,
"_source" : {
"overview" : """Will Proudfoot (Bill Milner) is looking for an escape from his
family's stifling home life when he encounters Lee Carter (Will Poulter), the school
bully. Armed with a video camera and a copy of "Rambo: First Blood", Lee plans to make
cinematic history by filming his own action-packed video epic. Together, these two
newfound friends-turned-budding-filmmakers quickly discover that their imaginative ― and
sometimes mishap-filled ― cinematic adventure has begun to take on a life of its own!""",
"title" : "Son of Rambow"
}
}
]
}
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}

モデルがどの程度うまく実行されているかに基づいて、判断リストと機能を調整します。次に、ステップ
2～8 を繰り返して、時間の経過とともにランキング結果を改善します。

Learning to Rank API
Learning to Rank オペレーションを使用して、機能セットとモデルをプログラムで操作します。

ストアを作成する
機能セットやモデルなどのメタデータ情報を保存する非表示の .ltrstore インデックスを作成します。
PUT _ltr

ストアを削除する
非表示の .ltrstore インデックスを削除し、プラグインをリセットします。
DELETE _ltr

機能セットを作成する
機能セットを作成します。
POST _ltr/_featureset/<name_of_features>

機能セットを削除する
機能セットを削除します。
DELETE _ltr/_featureset/<name_of_feature_set>

機能セットを取得する
機能セットを取得します。
GET _ltr/_featureset/<name_of_feature_set>

モデルを作成する
モデルを作成します。
POST _ltr/_featureset/<name_of_feature_set>/_createmodel

モデルを削除する
モデルを削除します。
DELETE _ltr/_model/<name_of_model>
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モデルを取得する
モデルを取得します。
GET _ltr/_model/<name_of_model>

統計を取得する
プラグインがどのように動作するかについての情報を提供します。
GET _ltr/_model/<name_of_model>

ノードやクラスター別にフィルタリングすることもできます。
GET _ltr/nodeID,nodeID,/stats/stat,stat
{

"_nodes" : {
"total" : 1,
"successful" : 1,
"failed" : 0
},
"cluster_name" : "873043598401:ltr-77",
"stores" : {
".ltrstore" : {
"model_count" : 1,
"featureset_count" : 1,
"feature_count" : 2,
"status" : "green"
}
},
"status" : "green",
"nodes" : {
"DjelK-_ZSfyzstO5dhGGQA" : {
"cache" : {
"feature" : {
"eviction_count" : 0,
"miss_count" : 0,
"entry_count" : 0,
"memory_usage_in_bytes" : 0,
"hit_count" : 0
},
"featureset" : {
"eviction_count" : 2,
"miss_count" : 2,
"entry_count" : 0,
"memory_usage_in_bytes" : 0,
"hit_count" : 0
},
"model" : {
"eviction_count" : 2,
"miss_count" : 3,
"entry_count" : 1,
"memory_usage_in_bytes" : 3204,
"hit_count" : 1
}
},
"request_total_count" : 6,
"request_error_count" : 0
}
}
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}

統計は、次のテーブルに示すように、ノードとクラスターの 2 つのレベルで提供されます。

ノードレベルの統計
フィールド名

説明

request_total_count

ランク付けリクエストの合計数。

request_error_count

失敗したリクエストの合計数。

cache

すべてのキャッシュ (機能、機能セット、モデル)
の統計情報。キャッシュヒットは、ユーザーがプ
ラグインのクエリを行い、モデルがすでにメモリ
にロードされているときに発生します。

cache.eviction_count

キャッシュ削除の数。

cache.hit_count

キャッシュヒットの数。

cache.miss_count

キャッシュミスの数。キャッシュミスは、ユー
ザーがプラグインのクエリを行い、モデルがまだ
メモリにロードされていない場合に発生します。

cache.entry_count

キャッシュのエントリの数。

cache.memory_usage_in_bytes

使用メモリの合計 (バイト単位)。

cache.cache_capacity_reached

キャッシュ制限に達したかどうかを示します。

クラスターレベルの統計
フィールド名

説明

保存

機能セットとモデルメタデータが保存される場所
を示します。(デフォルトは「.ltrstore」です。 そ
れ以外の場合は、ユーザーが指定した名前で、接
頭辞に「.ltrstore_」が付きます)。

stores.status

インデックスのステータス。

stores.feature_sets

機能セットの数

stores.features_count

機能の数。

stores.model_count

モデルの数。

ステータス

Feature Store インデックスのステータス (赤、
黄、緑) およびサーキットブレーカーの状態 (開ま
たは閉) に基づくプラグインのステータス。

cache.cache_capacity_reached

キャッシュ制限に達したかどうかを示します。

キャッシュ統計を取得
キャッシュとメモリの使用状況についての統計を返します。
GET _ltr/_cachestats
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{

"_nodes": {
"total": 2,
"successful": 2,
"failed": 0
},
"cluster_name": "opensearch-cluster",
"all": {
"total": {
"ram": 612,
"count": 1
},
"features": {
"ram": 0,
"count": 0
},
"featuresets": {
"ram": 612,
"count": 1
},
"models": {
"ram": 0,
"count": 0
}
},
"stores": {
".ltrstore": {
"total": {
"ram": 612,
"count": 1
},
"features": {
"ram": 0,
"count": 0
},
"featuresets": {
"ram": 612,
"count": 1
},
"models": {
"ram": 0,
"count": 0
}
}
},
"nodes": {
"ejF6uutERF20wOFNOXB61A": {
"name": "opensearch1",
"hostname": "172.18.0.4",
"stats": {
"total": {
"ram": 612,
"count": 1
},
"features": {
"ram": 0,
"count": 0
},
"featuresets": {
"ram": 612,
"count": 1
},
"models": {
"ram": 0,
"count": 0
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}

}

}

}

},
"Z2RZNWRLSveVcz2c6lHf5A": {
"name": "opensearch2",
"hostname": "172.18.0.2",
"stats": {
...
}
}

キャッシュをクリア
プラグインキャッシュをクリアします。これを使用して、モデルをリフレッシュします。
POST _ltr/_clearcache

Amazon OpenSearch Service の非同期検索
Amazon OpenSearch Service の非同期検索を使用すると、バックグラウンドで実行される検索クエリを送
信し、リクエストの進行状況をモニタリングし、後のステージで結果を取得できます。検索が完了する前
に部分的な結果が取得できるようになります。検索が終了したら、後で取得および分析できるように結果
を保存します。
非同期検索では、OpenSearch 1.0 以降、または Elasticsearch 7.10 以降が必要です。詳細な手順や API の
説明など、非同期の完全なドキュメントについては、OpenSearch ドキュメントを参照してください。

サンプルの検索コール
非同期検索を実行するには、以下の形式を使用して HTTP リクエストを _plugins/
_asynchronous_search に送信します。
POST opensearch-domain/_plugins/_asynchronous_search

Note
OpenSearch バージョンではなく Elasticsearch 7.10 を使用している場合は、すべての非同期検索
リクエストで _plugins を _opendistro で置き換えます。
次の非同期検索オプションを指定できます。
オプション

説明

デフォルト値

[Required] (必
須)

結果を待機する予定の時間を指定します。通常の
wait_for_completion_timeout
検索と同様に、この時間内に得られるどのような
結果も確認できます。ID に基づいて残りの結果を
ポーリングできます。最大値は 300 秒です。

1秒

いいえ

検索の完了後に結果をクラスターに保存するかど
keep_on_completion
うかを指定します。保存された結果は、後で確認
できます。

false

いいえ
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オプション

説明

デフォルト値

[Required] (必
須)

keep_alive

結果がクラスターに保存される時間を指定しま
す。例えば、2d は、結果が 48 時間クラスターに
保存されることを意味します。保存された検索結
果は、この期間の後、または検索がキャンセルさ
れた場合、削除されます。これにはクエリランタ
イムが含まれることに注意してください。この時
間にクエリがオーバーランすると、プロセスでは
このクエリが自動的にキャンセルされます。

12 時間

いいえ

リクエスト例
POST _plugins/_asynchronous_search/?
pretty&size=10&wait_for_completion_timeout=1ms&keep_on_completion=true&request_cache=false
{
"aggs": {
"city": {
"terms": {
"field": "city",
"size": 10
}
}
}
}

Note
標準 _search クエリに適用されるすべてのリクエストパラメータがサポートされていま
す。OpenSearch バージョンではなく Elasticsearch 7.10 を使用している場合は、_plugins を
_opendistro で置き換えます。

非同期検索アクセス許可
非同期検索は、きめ細かなアクセスコントロール (p. 152)をサポートしています。ユースケースに適合す
る許可のミキシングとマッチングの詳細については、非同期検索セキュリティを参照してください。
きめ細かなアクセスコントロールが有効になっているドメインの場合は、ロールに対して以下の最小限の
許可が必要です。
# Allows users to use all asynchronous search functionality
asynchronous_search_full_access:
reserved: true
cluster_permissions:
- 'cluster:admin/opensearch/asynchronous-search/*'
index_permissions:
- index_patterns:
- '*'
allowed_actions:
- 'indices:data/read/search*'
# Allows users to read stored asynchronous search results
asynchronous_search_read_access:
reserved: true
cluster_permissions:
- 'cluster:admin/opensearch/asynchronous-search/get'
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きめ細かなアクセスコントロールが無効になっているドメインの場合は、IAM アクセスとシークレット
キーを使用してすべてのリクエストに署名します。非同期検索 ID を用いて結果にアクセスできます。

非同期検索設定
OpenSearch では、_cluster/settings APIを使用して利用可能なすべての非同期検索設定を変更でき
ます。OpenSearch Service では、以下の設定のみを変更できます。
• opensearch.asynchronous_search.node_concurrent_running_searches
• opensearch.asynchronous_search.persist_search_failures

クラスター間検索
クラスター間で非同期検索を実行できますが、次の小さな制限があります。
• 非同期検索は、ソースドメインでのみ実行できます。
• クロスクラスター検索クエリの一部としてネットワークラウンドトリップを最小化することはできませ
ん。
接続エイリアス cluster_b を用いた domain-a -> domain-b と接続エイリアス cluster_c を用いた
domain-a -> domain-c の間の接続をセットアップする場合は、次のように domain-a、domain-b、
および domain-c を非同期検索します。
POST https://src-domain.us-east-1.es.amazonaws.com/
local_index,cluster_b:b_index,cluster_c:c_index/_plugins/_asynchronous_search/?
pretty&size=10&wait_for_completion_timeout=500ms&keep_on_completion=true&request_cache=false
{
"size": 0,
"_source": {
"excludes": []
},
"aggs": {
"2": {
"terms": {
"field": "clientip",
"size": 50,
"order": {
"_count": "desc"
}
}
}
},
"stored_fields": [
"*"
],
"script_fields": {},
"docvalue_fields": [
"@timestamp"
],
"query": {
"bool": {
"must": [
{
"query_string": {
"query": "status:404",
"analyze_wildcard": true,
"default_field": "*"
}
},
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{

}

}

}

"range": {
"@timestamp": {
"gte": 1483747200000,
"lte": 1488326400000,
"format": "epoch_millis"
}
}

}
],
"filter": [],
"should": [],
"must_not": []

[Response] (レスポンス)
{

"id" :
"Fm9pYzJyVG91U19xb0hIQUJnMHJfRFEAAAAAAAknghQ1OWVBczNZQjVEa2dMYTBXaTdEagAAAAAAAAAB",
"state" : "RUNNING",
"start_time_in_millis" : 1609329314796,
"expiration_time_in_millis" : 1609761314796

}

詳細については、「the section called “クラスター間検索” (p. 256)」を参照してください。

UltraWarm
UltraWarm インデックスを用いた非同期検索は引き続き機能します。詳細については、「the section
called “UltraWarm ストレージ” (p. 292)」を参照してください。

Note
CloudWatch で非同期検索統計をモニタリングできます。 メトリクスの一覧については、「the
section called “非同期検索メトリクス” (p. 90)」を参照してください。
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Amazon OpenSearch Service での
OpenSearch Dashboards の使用
OpenSearch Dashboards は OpenSearch で稼働するように設計された、オープンソースの可視化ツール
です。Amazon OpenSearch Service は、すべての OpenSearch Service ドメインとともに OpenSearch
Dashboards のインストールを提供します。Dashboards へのリンクは、OpenSearch Service コンソール
のドメインダッシュボードにあります。URL は、domain-endpoint/_dashboards/ です。このデフォ
ルトの OpenSearch Dashboards インストールを使用したクエリは、300 秒でタイムアウトになります。
以下のセクションでは、いくつかの一般的な Dashboards ユースケースを取り上げます。
• the section called “OpenSearch Dashboards へのアクセス権のコントロール” (p. 286)
• the section called “WMS マップサーバーを使用するための OpenSearch Dashboards の設定” (p. 288)
• the section called “ローカルの Dashboards サーバーを OpenSearch Service に接続する” (p. 289)

OpenSearch Dashboards へのアクセス権のコント
ロール
Dashboards では、IAM ユーザーとロールがネイティブにサポートされていませんが、OpenSearch
Service には Dashboards へのアクセス権をコントロールするためのいくつかのソリューションが用意され
ています。
• Dashboards の SAML 認証 (p. 174)を有効にします。
• HTTP 基本認証を用いたきめ細かなアクセスコントロール (p. 155)を使用します。
• ダッシュボードの Cognito 認証 (p. 180)を設定します。
• パブリックアクセスドメインの場合、プロキシサーバー (p. 138)を使用する (または使用しない) IP ベー
スのアクセスポリシー (p. 286)を設定します。
• VPC アクセスドメインの場合、プロキシサーバーを使用する (または使用しない) オープンアクセスポ
リシー、およびセキュリティグループを使用してアクセス許可を制御します。詳細については、「the
section called “VPC ドメインのアクセスポリシーについて” (p. 40)」を参照してください。

プロキシを使用して Dashboards から OpenSearch
Service にアクセスする
Note
このプロセスは、ドメインでパブリックアクセスが使用されており、Cognito 認証 (p. 180)を使用
しない場合にのみ適用できます。「the section called “OpenSearch Dashboards へのアクセス権
のコントロール” (p. 286)」を参照してください。
Dashboards は JavaScript アプリケーションであるため、リクエストの送信元はユーザーの IP アドレスで
す。IP ベースのアクセスコントロールは、膨大な数の IP アドレスをホワイトリストに登録する必要があ
るため、各ユーザーに Dashboards へのアクセスを許可する方法として実用的とは言えません。1 つの回
避策は、OpenSearch Dashboards と OpenSearch Service の間にプロキシサーバーを配置することです。
これにより、IP ベースのアクセスポリシーを追加し、唯一の IP アドレス (プロキシの IP アドレス) からの
リクエストを許可できます。この設定は以下の図のようになります。
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1. これは OpenSearch Service ドメインです。IAM は、このドメインへの承認済みアクセスを提供しま
す。追加の IP ベースのアクセスポリシーは、プロキシサーバーへのアクセスを提供します。
2. これは、Amazon EC2 インスタンスで実行されているプロキシサーバーです。
3. 他のアプリケーションは、署名バージョン 4 の署名プロセスを使用して認証済みのリクエストを
OpenSearch Service に送信できます。
4. OpenSearch Dashboards クライアントは、プロキシを介して OpenSearch Service ドメインに接続しま
す。
この種の設定を有効にするには、ロールと IP アドレスを指定するリソースベースのポリシーが必要です。
ポリシー例を次に示します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Resource": "arn:aws:es:us-west-2:111111111111:domain/my-domain/*",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111111111111:role/allowedrole1"
},
"Action": [
"es:ESHttpGet"
],
"Effect": "Allow"
},
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "*"
},
"Action": "es:*",
"Condition": {
"IpAddress": {
"aws:SourceIp": [
"123.456.789.123"
]
}
},
"Resource": "arn:aws:es:us-west-2:111111111111:domain/my-domain/*"
}
]
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プロキシサーバーを実行する EC2 インスタンスを Elastic IP アドレスを使用して設定することをお勧めし
ます。これにより、必要に応じてインスタンスを置き換え、各インスタンスに同じパブリック IP アドレス
をアタッチできます。詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの Elastic IP
アドレスを参照してください。
プロキシサーバーおよび Cognito 認証 (p. 180)を使用している場合、redirect_mismatch エラー
を回避するため、Dashboards と Amazon Cognito に追加の設定が必要になる場合があります。次の
nginx.conf の例を参照してください。
server {
listen 443;
server_name $host;
rewrite ^/$ https://$host/_plugin/_dashboards redirect;
ssl_certificate
ssl_certificate_key

/etc/nginx/cert.crt;
/etc/nginx/cert.key;

ssl on;
ssl_session_cache builtin:1000 shared:SSL:10m;
ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!eNULL:!EXPORT:!CAMELLIA:!DES:!MD5:!PSK:!RC4;
ssl_prefer_server_ciphers on;
location /_plugin/_dashboards {
# Forward requests to Dashboards
proxy_pass https://$dashboards_host/_plugin/_dashboards;
# Handle redirects to Cognito
proxy_redirect https://$cognito_host https://$host;
# Update cookie domain and path
proxy_cookie_domain $dashboards_host $host;
proxy_cookie_path / /_plugin/_dashboards/;

}

# Response buffer settings
proxy_buffer_size 128k;
proxy_buffers 4 256k;
proxy_busy_buffers_size 256k;

location ~ \/(log|sign|fav|forgot|change|saml|oauth2) {
# Forward requests to Cognito
proxy_pass https://$cognito_host;
# Handle redirects to Dashboards
proxy_redirect https://$dashboards_host https://$host;

}

}

# Update cookie domain
proxy_cookie_domain $cognito_host $host;

WMS マップサーバーを使用するための
OpenSearch Dashboards の設定
OpenSearch Service での OpenSearch Dashboards のデフォルトインストールには、インドおよび中国
リージョンのドメインを除き、マップサービスが含まれます。マップサービスは、最大 10 のズームレベ
ルをサポートします。
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リージョンに関係なく、座標マップの可視化に別の Web Map Service (WMS) サーバーが使用されるよう
に Dashboards を設定できます。リージョンマップの可視化では、デフォルトのマップサービスのみがサ
ポートされます。

WMS マップサーバーを使用できるように Dashboards を設定するには:
1.

Dashboards を開きます。

2.

[スタックの管理] を選択します。

3.

[詳細設定] を選択します。

4.

visualization:tileMap:WMSdefaults を見つけます。

5.

enabled を true に変更し、url を有効な WMS マップサーバーの URL に変更します。
{

}

6.

"enabled": true,
"url": "wms-server-url",
"options": {
"format": "image/png",
"transparent": true
}

[Save changes] (変更の保存) をクリックします。

新しいデフォルト値を可視化に適用するには、Dashboards の再ロードが必要になることがあります。可
視化結果を保存した場合は、可視化結果を開いた後に [オプション] を選択します。[WMS マップサーバー]
が有効で、[WMS URL)] に優先マップサーバーが指定されていることを確認し、[変更の適用] を選択しま
す。

Note
マップサービスは多くの場合、ライセンス料や制限事項を伴います。マップサーバーを指定する
際には、このような点を考慮する必要があります。テストを行うには、アメリカ地質調査所の
マップサービスが便利です。

ローカルの Dashboards サーバーを OpenSearch
Service に接続する
独自の OpenSearch Dashboards インスタンスを設定するためにすでに時間をかけた場合は、OpenSearch
Service から提供されるデフォルトの Dashboards インスタンスの代わりに (または追加で) 独自のインス
タンスを使用することもできます。以下の手順は、オープンアクセスポリシーできめ細かなアクセス制
御 (p. 152)を使用するドメイン用です。

ローカルの OpenSearch Dashboards サーバーを OpenSearch Service に接続するには
1.

2.

OpenSearch Service ドメインで、適切な許可を持つユーザーを作成します。
a.

Dashboards で、[セキュリティ]、[内部ユーザー] に進み、[内部ユーザーの作成] を選択します。

b.

ユーザーネームとパスワードを入力し、[作成] を選択します。

c.

[ロール] に進み、ロールを選択します。

d.

[マッピングされたユーザー] を選択し、[マッピングの管理] を選択します。

e.

[ユーザー] で、ユーザーネームを追加し、[マップ] を選択します。

適切なバージョンの OpenSearch セキュリティプラグインをセルフマネージド Dashboards の OSS
インストールにダウンロードしてインストールします。
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3.

ローカルの Dashboards サーバーで、config/opensearch_dashboards.yml ファイルを開き、前
に作成したユーザー名とパスワードで OpenSearch Service エンドポイントを追加します。
opensearch.hosts: ['https://domain-endpoint']
opensearch.username: 'username'
opensearch.password: 'password'

以下のサンプル opensearch_dashboards.yml ファイルを使用できます。
server.host: '0.0.0.0'
opensearch.hosts: ['https://domain-endpoint']
opensearch_dashboards.index: ".username"
opensearch.ssl.verificationMode: none # if not using HTTPS
opensearch_security.auth.type: basicauth
opensearch_security.auth.anonymous_auth_enabled: false
opensearch_security.cookie.secure: false # set to true when using HTTPS
opensearch_security.cookie.ttl: 3600000
opensearch_security.session.ttl: 3600000
opensearch_security.session.keepalive: false
opensearch_security.multitenancy.enabled: false
opensearch_security.readonly_mode.roles: [opensearch_dashboards_read_only']
opensearch_security.auth.unauthenticated_routes: []
opensearch_security.basicauth.login.title: 'Please log in using your user name and
password'
opensearch.username: 'username'
opensearch.password: 'password'
opensearch.requestHeadersWhitelist:
[
authorization,
securitytenant,
security_tenant,
]

OpenSearch Service のインデックスを表示するには、ローカルの Dashboards サーバーを起動し、開発
ツールに進み、以下のコマンドを実行します。
GET _cat/indices

OpenSearch Dashboards でのインデックスの管理
OpenSearch Service ドメインに OpenSearch Dashboards をインストールすると、ドメイン上の異なる
ストレージ階層のインデックスを管理するのに便利な UI が提供されます。Dashboards のメインメニュー
からインデックス管理を選択して、すべてのインデックスをホット UltraWarm (p. 292)、およびコール
ド (p. 301)ストレージで表示し、またインデックスステート管理 (ISM) ポリシーによって管理されるイン
デックスも表示します。インデックス管理を使用して、ウォームストレージとコールドストレージ間でイ
ンデックスを移動し、3 つの階層間の移行をモニタリングします。
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UltraWarm またはコールドストレージが有効になっている場合を除き、ホット、ウォーム、コールドイン
デックスオプションは表示されません。

その他の機能
各 OpenSearch Service ドメインでのデフォルトの Dashboards インストールには、いくつかの追加機能
があります。
• さまざまな OpenSearch プラグイン (p. 381)のユーザーインターフェイス
• テナント (p. 162)
• レポート
レポート作成メニューを使用して、Discover ページおよびダッシュボードまたは可視化の PDF レポー
トまたは PNG レポートからオンデマンド CSV レポートを生成します。CSV レポートには 10,000 行ま
での制限があります。
• ガントチャート
• ノートブック
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Amazon OpenSearch Service でのイ
ンデックス管理
Amazon OpenSearch Service にデータを追加した後には、そのデータのインデックスを再作成したり、イ
ンデックスのエイリアスを設定したり、インデックスをよりコスト効率の高いストレージに移動したり、
インデックスを完全に削除したりすることが必要になる場合がよくあります。この章では、UltraWarm ス
トレージとインデックスステート管理について説明します。OpenSearch インデックス API の詳細につい
ては、「OpenSearch ドキュメント」を参照してください。
トピック
• Amazon OpenSearch Service の UltraWarm ストレージ (p. 292)
• Amazon OpenSearch Service 用コールドストレージ (p. 301)
• Amazon OpenSearch Service でのインデックスステート管理 (p. 312)
• インデックスロールアップにより Amazon OpenSearch Service のインデックスを要約する (p. 320)
• Amazon OpenSearch Service でのインデックスの変換 (p. 321)
• Amazon OpenSearch Service のクラスター間レプリケーション (p. 323)
• リモート再インデックスを使用した Amazon OpenSearch Service インデックスの移行 (p. 328)
• Data Streams を用いた Amazon OpenSearch Service での時系列データの管理 (p. 333)

Amazon OpenSearch Service の UltraWarm スト
レージ
UltraWarm は、大量の読み取り専用データをコストパフォーマンスに優れた方法で Amazon OpenSearch
Service に保存できます。標準データノードは「ホット」ストレージを使用します。このストレージは、
各ノードにアタッチされたインスタンスストアまたは Amazon EBS ボリュームの形をとります。ホットス
トレージは、新しいデータのインデックス作成と検索において、可能な限り高速なパフォーマンスを提供
します。
UltraWarm ノードは、接続されたストレージではなく、Amazon S3 と高度なキャッシュソリューショ
ンを使用してパフォーマンスを向上させます。アクティブに書き込みを行っていないインデックス、
クエリの頻度が低いインデックス、および同じパフォーマンスが必要とされないインデックスについて
は、UltraWarm により、データの GiB あたりのコストが大幅に削減されます。ウォームインデックスは
ホットストレージに戻されない限り読み取り専用であるため、UltraWarm はログなどのイミュータブルな
データに最適です。
OpenSearch では、ウォームインデックスは他のインデックスと同じように動作します。同じ API を使用
してそれらのクエリを行うことも、OpenSearch Dashboards で可視化を作成することもできます。
トピック
• 前提条件 (p. 293)
• UltraWarm ストレージの要件とパフォーマンスに関する考慮事項 (p. 294)
• UltraWarm 料金設定 (p. 294)
• UltraWarm を有効にする (p. 295)
• UltraWarm ストレージへのインデックスの移行 (p. 296)
• 移行を自動化する (p. 298)
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• 移行の調整 (p. 298)
• 移行をキャンセルする (p. 299)
• ホットインデックスとウォームインデックスを一覧表示する (p. 299)
• ウォームインデックスをホットストレージに戻す (p. 299)
• 自動スナップショットからウォームインデックスを復元する (p. 299)
• ウォームインデックスの手動スナップショット (p. 300)
• ウォームインデックスをコールドストレージへ移行する (p. 301)
• UltraWarm を無効にする (p. 301)

前提条件
UltraWarm には、重要な前提条件がいくつかあります。
• UltraWarm には、OpenSearch または Elasticsearch 6.8 以降が必要です。
• ウォームストレージを使用するには、ドメインに専用のマスターノード (p. 367)が必要です。
• ドメインがデータノードにT2またはT3インスタンスタイプを使用している場合、ウォームストレージを
使用することはできません。
• インデックスがおおよその k-NN ("index.knn": true) を使用している場合、ウォームストレージに
移すことはできません。
• ドメインできめ細かなアクセスコントロール (p. 152)が使用されている場合、UltraWarm API 呼び出し
を行うには、ユーザーが ultrawarm_manager ロールにマッピングされている必要があります。

Note
ultrawarm_manager ロールは、既存の OpenSearch Service ドメインによっては定義さ
れない場合があります。Dashboards にロールが表示されない場合は、それを手動で作成す
る (p. 293)必要があります。

許可の設定
既存の OpenSearch Service ドメインで UltraWarm を有効した場合、ultrawarm_manager ロールがド
メインで定義されない場合があります。きめ細かなアクセスコントロールを使用してドメインのウォーム
インデックスを管理するには、管理者以外のユーザーがこのロールにマッピングされている必要がありま
す。ultrawarm_manager ロールを手動で作成するには、以下のステップを実行します。
1.

OpenSearch Dashboards で、[セキュリティ] に進み、[許可] を選択します。

2.

[アクショングループの作成] を選択し、以下のグループを設定します。
グループ名

許可

ultrawarm_cluster • cluster:admin/ultrawarm/migration/list
• cluster:monitor/nodes/stats
• indices:admin/ultrawarm/migration/get
ultrawarm_index_read
• indices:admin/get
• indices:admin/ultrawarm/migration/warm
ultrawarm_index_write
• indices:admin/ultrawarm/migration/hot
• indices:monitor/stats
• indices:admin/ultrawarm/migration/cancel
API バージョン 2015-01-01
293

Amazon OpenSearch Service デベロッパーガイド
UltraWarm ストレージの要件と
パフォーマンスに関する考慮事項

3.

[ロール]、[ロールの作成] の順に選択します。

4.
5.

ロールに ultrawarm_manager という名前を付けます。

6.

[インデックス] では、* と入力します。

7.

[インデックスの許可] では、ultrawarm_index_read、ultrawarm_index_write、および
indices_monitor を選択します。
[Create] を選択します。

8.
9.

[クラスターの許可] では、ultrawarm_cluster および cluster_monitor を選択します。

ロールを作成したら、任意のユーザーまたは UltraWarm インデックスを管理するバックエンドロール
にそれをマッピング (p. 161)します。

UltraWarm ストレージの要件とパフォーマンスに関す
る考慮事項
the section called “ストレージ要件の計算” (p. 363) で説明されているように、ホットストレージ内のデー
タには、レプリカ、Linux の予約済み領域、OpenSearch Service 予約済み領域という大きなオーバーヘッ
ドが発生します。例えば、1 つのレプリカシャードを持つ 20 GiB プライマリシャードには、約 58 GiB の
ホットストレージが必要です。
UltraWarm では Amazon S3 を使用するため、このオーバーヘッドは発生しません。UltraWarm ストレー
ジ要件を計算するときは、プライマリシャードのサイズのみを考慮します。S3 のデータの耐久性はレプ
リカの必要性を排除し、S3 はオペレーティングシステムやサービスの考慮事項を抽象化します。同じ
20 GiB シャードには、20 GiB のウォームストレージが必要です。ultrawarm1.large.search インス
タンスをプロビジョニングする場合、プライマリシャードには最大ストレージの 20 TiB すべてを使用で
きます。インスタンスタイプの概要と、それぞれが対応できるストレージの最大容量については、「the
section called “UltraWarm ストレージのクォータ” (p. 408)」を参照してください。
UltraWarm では、最大シャードサイズを 50 GiB にすることをお勧めします。各 UltraWarm インスタン
スタイプに割り当てられる CPU コアの数と RAM の量 (p. 294)は、同時に検索できるシャードの数の
アイデアを提供します。S3 の UltraWarm ストレージにはプライマリシャードのみがカウントされます
が、OpenSearch Dashboards および _cat/indices は、すべてのプライマリシャードとレプリカシャー
ドの合計として UltraWarm インデックスサイズを引き続きレポートすることに注意してください。
例えば、各 ultrawarm1.medium.search インスタンスには 2 つの CPU コアがあり、S3 で最大 1.5
TiB のストレージに対応できます。これらのインスタンスのうちの 2 つには、3 TiB のストレージが組み合
わされており、各シャードが 50 GiB の場合、約 62 のシャードになります。クラスターへのリクエストが
これらのシャードのうちの 4 つしか検索しない場合、パフォーマンスが優れている可能性があります。リ
クエストが広範で、それらの 62 すべてを検索する場合、4 つの CPU コアがオペレーションを実施しにく
くなる可能性があります。WarmCPUUtilization および WarmJVMMemoryPressure UltraWarm メトリ
クス (p. 84)をモニタリングして、インスタンスがワークロードをどのように処理するかを理解してくださ
い。
検索が広範または頻繁である場合、インデックスをホットストレージに残すことを検討してください。他
の OpenSearch ワークロードと同様に、UltraWarm がニーズを満たしているかどうかを判断する最も重要
なステップは、現実的なデータセットを使用して代表的なクライアントテストを実施することです。

UltraWarm 料金設定
ホットストレージでは、プロビジョニングした分に対して料金を支払います。インスタンスにはアタッチ
された Amazon EBS ボリュームが必要で、インスタンスストアが含まれるインスタンスもあります。その
ストレージが空かいっぱいかに関係なく、同じ料金を支払います。
UltraWarm ストレージでは、使用した分に対して料金を支払います。ultrawarm1.large.search イン
スタンスは S3 で最大 20 TiB のストレージに対応できますが、1 TiB のデータを格納する場合、1 TiB の
データに対してのみ課金されます。他のすべてのノードタイプと同様に、UltraWarm ノードごとに時間料
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金も支払います。詳細については、「the section called “Amazon OpenSearch Service の料金” (p. 2)」を
参照してください。

UltraWarm を有効にする
コンソールは、ウォームストレージを使用するドメインを作成する最も簡単な方法です。ドメインの作
成中に、[UltraWarm データノードを有効にする] および必要なウォームノード数を選択します。前提条
件 (p. 293)を満たしていれば、既存のドメインでも同じ基本プロセスを使用できます。ドメインの状態が
[処理中] から [アクティブ] になっても、UltraWarm が使用可能になるには数時間かかることがあります。
UltraWarm は、AWS CLI または設定 API を使用して有効にすることもできます。具体的に
は、ClusterConfig の WarmEnabled、WarmCount、WarmType オプションを使用します。

Note
ドメインはウォームノードの最大数をサポートします。詳細については、「」を参照してくださ
いthe section called “クォータ” (p. 407)

CLI コマンドの例
次の AWS CLI コマンドは、3 つのデータノード、3 つの専用マスターノード、6 つのウォームノード、お
よび有効にされたきめ細かなアクセスコントロールを持つドメインを作成します。

aws opensearch create-domain \
--domain-name my-domain \
--engine-version Opensearch_1.0 \
--cluster-config
InstanceCount=3,InstanceType=r6g.large.search,DedicatedMasterEnabled=true,DedicatedMasterType=r6g.larg
\
--ebs-options EBSEnabled=true,VolumeType=gp2,VolumeSize=11 \
--node-to-node-encryption-options Enabled=true \
--encryption-at-rest-options Enabled=true \
--domain-endpoint-options EnforceHTTPS=true,TLSSecurityPolicy=Policy-Min-TLS-1-2-2019-07
\
--advanced-security-options
Enabled=true,InternalUserDatabaseEnabled=true,MasterUserOptions='{MasterUserName=masteruser,MasterUserPassword=master-password}' \
--access-policies '{"Version":"2012-10-17","Statement":[{"Effect":"Allow","Principal":
{"AWS":["123456789012"]},"Action":["es:*"],"Resource":"arn:aws:es:uswest-1:123456789012:domain/my-domain/*"}]}' \
--region us-east-1

詳細については、「AWS CLI コマンドのリファレンス」を参照してください。

設定 API リクエストの例
設定 API に対する次のリクエストは、有効にされたきめ細かなアクセスコントロールおよび制限されたア
クセスポリシーを持つ、3 つのデータノード、3 つの専用マスターノード、および 6 つのウォームノード
を持つドメインを作成します。
POST https://es.us-east-2.amazonaws.com/2021-01-01/opensearch/domain
{
"ClusterConfig": {
"InstanceCount": 3,
"InstanceType": "r6g.large.search",
"DedicatedMasterEnabled": true,
"DedicatedMasterType": "r6g.large.search",
"DedicatedMasterCount": 3,
"ZoneAwarenessEnabled": true,
"ZoneAwarenessConfig": {
"AvailabilityZoneCount": 3
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},
"WarmEnabled": true,
"WarmCount": 6,
"WarmType": "ultrawarm1.medium.search"

},
"EBSOptions": {
"EBSEnabled": true,
"VolumeType": "gp2",
"VolumeSize": 11
},
"EncryptionAtRestOptions": {
"Enabled": true
},
"NodeToNodeEncryptionOptions": {
"Enabled": true
},
"DomainEndpointOptions": {
"EnforceHTTPS": true,
"TLSSecurityPolicy": "Policy-Min-TLS-1-2-2019-07"
},
"AdvancedSecurityOptions": {
"Enabled": true,
"InternalUserDatabaseEnabled": true,
"MasterUserOptions": {
"MasterUserName": "master-user",
"MasterUserPassword": "master-password"
}
},
"EngineVersion": "Opensearch_1.0",
"DomainName": "my-domain",
"AccessPolicies": "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect\":\"Allow
\",\"Principal\":{\"AWS\":[\"123456789012\"]},\"Action\":[\"es:*\"],\"Resource\":
\"arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/my-domain/*\"}]}"
}

詳細については、「Amazon OpenSearch Service API リファレンス」を参照してください。

UltraWarm ストレージへのインデックスの移行
インデックスへの書き込みが終了し、可能な限り高速な検索パフォーマンスを必要としなくなった場合
は、ホットからウォームに移行します。
POST _ultrawarm/migration/my-index/_warm

次に、移行のステータスを確認します。
GET _ultrawarm/migration/my-index/_status
{

}

"migration_status": {
"index": "my-index",
"state": "RUNNING_SHARD_RELOCATION",
"migration_type": "HOT_TO_WARM",
"shard_level_status": {
"running": 0,
"total": 5,
"pending": 3,
"failed": 0,
"succeeded": 2
}
}
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移行を実施するには、インデックスヘルスが緑である必要があります。複数のインデックスを連続してす
ばやく移行する場合、_cat API と同様に、すべての移行の概要をプレーンテキストで取得できます。
GET _ultrawarm/migration/_status?v
index
migration_type state
my-index HOT_TO_WARM
RUNNING_SHARD_RELOCATION

OpenSearch Service は、一度に 1 つのインデックスを UltraWarm に移行します。キューには最大 200 の
移行を設定できます。制限を超えるリクエストは拒否されます。キュー内の移行の現在の個数を確認する
には、HotToWarmMigrationQueueSize メトリクス (p. 84)をモニタリングします。インデックスは、
移行プロセス全体を通して使用でき、ダウンタイムは発生しません。
移行プロセスには次の状態があります。
PENDING_INCREMENTAL_SNAPSHOT
RUNNING_INCREMENTAL_SNAPSHOT
FAILED_INCREMENTAL_SNAPSHOT
PENDING_FORCE_MERGE
RUNNING_FORCE_MERGE
FAILED_FORCE_MERGE
PENDING_FULL_SNAPSHOT
RUNNING_FULL_SNAPSHOT
FAILED_FULL_SNAPSHOT
PENDING_SHARD_RELOCATION
RUNNING_SHARD_RELOCATION
FINISHED_SHARD_RELOCATION

これらの状態が示すように、スナップショット、シャード再配置、強制マージ中に移行が失敗する可能性
があります。スナップショットまたはシャード再配置中の障害は、通常、ノードの障害または S3 接続の
問題が原因です。通常、ディスク領域の不足は、強制マージ失敗の根本的な原因です。
移行が完了すると、同じ _status リクエストでエラーが返されます。その時点でインデックスをチェッ
クすると、ウォームインデックスに固有の設定が表示されます。
GET my-index/_settings
{

"my-index": {
"settings": {
"index": {
"refresh_interval": "-1",
"auto_expand_replicas": "false",
"provided_name": "my-index",
"creation_date": "1599241458998",
"unassigned": {
"node_left": {
"delayed_timeout": "5m"
}
},
"number_of_replicas": "1",
"uuid": "GswyCdR0RSq0SJYmzsIpiw",
"version": {
"created": "7070099"
},
"routing": {
"allocation": {
"require": {
"box_type": "warm"
}
}
},
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}

}

}

}

"number_of_shards": "5",
"merge": {
"policy": {
"max_merge_at_once_explicit": "50"
}
}

• number_of_replicas は、ディスク領域を消費しないパッシブレプリカの数です。
• routing.allocation.require.box_type は、インデックスが標準データノードではなくウォーム
ノードを使用するように指定します。
• merge.policy.max_merge_at_once_explicit は、移行中に同時にマージするセグメントの数を
指定します。
ウォームストレージのインデックスは、ホットストレージに戻され (p. 299)ない限り読み取り専用です。
これにより、UltraWarm はログなどのイミュータブルなデータに最適となります。インデックスのクエリ
を行ってそれらを削除することはできますが、個々のドキュメントを追加、更新、削除することはできま
せん。それらを行おうとすると、次のエラーが発生する場合があります。
{

}

"error": {
"root_cause": [{
"type": "cluster_block_exception",
"reason": "blocked by: [FORBIDDEN/12/index read-only / allow delete (api)];"
}],
"type": "cluster_block_exception",
"reason": "blocked by: [FORBIDDEN/12/index read-only / allow delete (api)];"
},
"status": 403

移行を自動化する
インデックスが特定の経過時間に達した後、または他の条件を満たした後の移行プロセスは、the section
called “インデックスステート管理” (p. 312) を使用して自動化することをお勧めします。このワークフ
ローを示すサンプルポリシー (p. 313)を参照してください。

移行の調整
UltraWarm ストレージへのインデックスの移行には、強制マージが必要です。各 OpenSearch インデック
スは、ある数のシャードで構成され、各シャードはある数の Lucene セグメントで構成されています。強
制マージオペレーションは、削除対象としてマークされたドキュメントをパージし、ディスク領域を節約
します。デフォルトでは、UltraWarm はインデックスを 1 つのセグメントにマージします。
index.ultrawarm.migration.force_merge.max_num_segments 設定を使用して、この値を最大
1,000 のセグメントに変更することができます。値を大きくすると、移行プロセスが高速になりますが、
移行終了後のウォームインデックスのクエリレイテンシーが長くなります。設定を変更するには、次のリ
クエストを行います。
PUT my-index/_settings
{
"index": {
"ultrawarm": {
"migration": {
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}

}

}

}

"force_merge": {
"max_num_segments": 1
}

移行プロセスのこの段階でかかる時間を確認するには、HotToWarmMigrationForceMergeLatency メ
トリクス (p. 84)をモニタリングします。

移行をキャンセルする
UltraWarm は、キュー内の移行を順次処理します。移行がキューに入っていても、まだ開始していない場
合は、次のリクエストを使用して移行をキューから削除できます。
POST _ultrawarm/migration/_cancel/my-index

ドメインできめ細かなアクセスコントロールを使用する場合は、このリクエストを行うための
indices:admin/ultrawarm/migration/cancel 許可を持っている必要があります。

ホットインデックスとウォームインデックスを一覧表
示する
UltraWarm では、ホットインデックスとウォームインデックスの管理に役立つ _all と同様の 2 つのオプ
ションが追加されています。すべてのウォームインデックスまたはホットインデックスのリストについて
は、次のリクエストを実行します。
GET _warm
GET _hot

これらのオプションは、インデックスを指定する次のようなリクエストで使用できます。
_cat/indices/_warm
_cluster/state/_all/_hot

ウォームインデックスをホットストレージに戻す
インデックスに再度書き込む必要がある場合は、ホットストレージに移行し直します。
POST _ultrawarm/migration/my-index/_hot

ウォームストレージからホットストレージへの移行は、最大 10 個まで同時に行うことができます。現在
の個数を確認するには、WarmToHotMigrationQueueSize メトリクス (p. 84)をモニタリングします。
移行が完了したら、インデックス設定をチェックして、ニーズを満たしていることを確認します。イン
デックスはホットストレージに戻り、1 つのレプリカが作成されます。

自動スナップショットからウォームインデックスを復
元する
UltraWarm では、自動スナップショット用の標準リポジトリに加えて、ウォームインデックス用の 2 つ目
のリポジトリである cs-ultrawarm が追加されます。このリポジトリ内の各スナップショットには、1 つ
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のインデックスしか含まれていません。ウォームインデックスを削除した場合、そのスナップショットは
cs-ultrawarm リポジトリに 14 日間残ります。これは、他の自動スナップショットと同様です。
cs-ultrawarm からスナップショットを復元すると、ホットストレージではなくウォームストレージに
復元されます。cs-automated-enc リポジトリと cs-automated リポジトリのスナップショットは、
ホットストレージに復元されます。

UltraWarm スナップショットをウォームストレージに復元するには
1.

復元するインデックスを含む最新のスナップショットを特定します。
GET _snapshot/cs-ultrawarm/_all
{

}

2.

"snapshots": [{
"snapshot": "snapshot-name",
"version": "1.0",
"indices": [
"my-index"
]
}]

インデックスがすでに存在する場合は、それを削除します。
DELETE my-index

3.

インデックスを削除しない場合は、それをホットストレージに戻し (p. 299)、それの再インデック
スを行います。
スナップショットの復元:
POST _snapshot/cs-ultrawarm/snapshot-name/_restore

UltraWarm は、この復元リクエストで指定したインデックス設定をすべて無視します
が、rename_pattern および rename_replacement のようなオプションを指定することができま
す。OpenSearch スナップショットの復元オプションの概要については、「OpenSearch ドキュメン
ト」を参照してください。

ウォームインデックスの手動スナップショット
ウォームインデックスの手動スナップショットを取得できますが、推奨されません。自動化された csultrawarm リポジトリには、移行中に取得された各ウォームインデックスのスナップショットがすでに
含まれており、追加料金は発生しません。
デフォルトでは、OpenSearch Service は手動スナップショットにウォームインデックスを含めません。例
えば、次の呼び出しには、ホットインデックスしか含まれていません。
PUT _snapshot/my-repository/my-snapshot

ウォームインデックスの手動スナップショットを取得することを選択した場合は、いくつかの重要な考慮
事項が適用されます。
• ホットインデックスとウォームインデックスを混合することはできません。例えば、以下のコマンドは
失敗します。
PUT _snapshot/my-repository/my-snapshot
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{
}

"indices": "warm-index-1,hot-index-1",
"include_global_state": false

ホットインデックスとウォームインデックスの混合が含まれている場合は、ワイルドカード (*) ステー
トメントも失敗します。
• スナップショットあたり 1 つのウォームインデックスしか含めることができません。例えば、以下のコ
マンドは失敗します。
PUT _snapshot/my-repository/my-snapshot
{
"indices": "warm-index-1,warm-index-2,other-warm-indices-*",
"include_global_state": false
}

このリクエストは成功します。
PUT _snapshot/my-repository/my-snapshot
{
"indices": "warm-index-1",
"include_global_state": false
}

• 手動スナップショットは、もともとウォームインデックスが含まれていても、常にホットストレージに
復元されます。

ウォームインデックスをコールドストレージへ移行す
る
クエリ頻度の低いデータが UltraWarm にある場合は、それをコールドストレージに移行することを検討し
てください。コールドストレージは、ときどきしかアクセスしないデータや、使用されなくなったデータ
を対象としています。コールドインデックスを読み書きすることはできませんが、クエリを行う必要があ
るときはいつでも無償でウォームストレージに移行できます。手順については、the section called “コール
ドストレージへのインデックスの移行” (p. 305) を参照してください。

UltraWarm を無効にする
UltraWarm を無効にする最も簡単な方法は、コンソールを使用することです。ドメインを選択し、[アク
ション] から [クラスター設定の編集] を選択します。[Enable UltraWarm data nodes] (UltraWarm データ
ノードを有効化) の選択を解除し、[Save changes] (変更の保存) を選択します。AWS CLI および設定 API
で WarmEnabled オプションを使用することもできます。
UltraWarm を無効にする前に、すべてのウォームインデックスを削除する か、ホットストレージに移行す
る (p. 299) 必要があります。ウォームストレージが空になったら、5 分待ってから UltraWarm を無効に
します。

Amazon OpenSearch Service 用コールドストレー
ジ
コールドストレージでは、アクセス頻度の低いデータや履歴データを Amazon OpenSearch Service ドメ
インに保存し、他のストレージ階層よりも低コストで、オンデマンドで分析できます。古いデータに対し
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て定期的な調査や法医学分析を行う必要がある場合は、コールドストレージが適しています。コールドス
トレージに適したデータの実際的な例としては、アクセス頻度の低いログ、コンプライアンス要件を満た
すために保存する必要があるデータ、履歴価値のあるログなどがあります。
UltraWarm (p. 292) ストレージと同様に、コールドストレージは Amazon S3 によってバックアップされ
ます。コールドデータをクエリする必要がある場合は、既存の UltraWarm ノードに選択的にアタッチでき
ます。コールドデータの移行とライフサイクルは、手動で、またはインデックスステート管理ポリシーを
使用して管理できます。
トピック
• 前提条件 (p. 302)
• コールドストレージの要件とパフォーマンスに関する考慮事項 (p. 303)
• コールドストレージの料金 (p. 303)
• コールドストレージを有効にする (p. 304)
• OpenSearch Dashboards でのコールドインデックスの管理 (p. 305)
• コールドストレージへのインデックスの移行 (p. 305)
• コールドストレージへの移行の自動化 (p. 306)
• コールドストレージへの移行のキャンセル (p. 306)
• コールドインデックスの一覧表示 (p. 307)
• ウォームストレージへのインデックスの移行 (p. 309)
• スナップショットからのコールドインデックスの復元 (p. 311)
• コールドストレージからウォームストレージへの移行のキャンセル (p. 311)
• コールドインデックスメタデータの更新 (p. 311)
• コールドインデックスの削除 (p. 311)
• コールドストレージを無効にする (p. 312)

前提条件
コールドストレージには、次の前提条件があります。
• コールドストレージには、OpenSearch または Elasticsearch バージョン 7.9 以降が必要です
• OpenSearch Service ドメインでコールドストレージを有効にするには、同じドメインで UltraWarm も
有効にする必要があります。
• コールドストレージを使用するには、ドメインに専用のマスターノード (p. 367)がある必要がありま
す。
• ドメインでデータノードに T2 または T3 インスタンスタイプが使用されている場合、コールドストレー
ジを使用することはできません。
• インデックスがおおよその k-NN ("index.knn": true) を使用している場合、コールドストレージに
移すことはできません。
• ドメインがきめ細かなアクセスコントロール (p. 152)を使用する場合、管理者以外のユーザーは、コー
ルドインデックスを管理するために OpenSearch Dashboards の cold_manager ロールにマッピングさ
れている (p. 161)必要があります。

Note
cold_manager ロールが既存の OpenSearch Service ドメインに存在しない可能性がありま
す。Dashboards にロールが表示されない場合は、それを手動で作成する (p. 303)必要がありま
す。
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許可の設定
既存の OpenSearch Service ドメインでコールドストレージを有効にした場合、cold_manager ロールが
定義されていない可能性があります。ドメインがきめ細かなアクセスコントロール (p. 152)を使用する場
合、管理者以外のユーザーは、コールドインデックスを管理するためにこのロールにマッピングされてい
る必要があります。cold_manager ロールを手動で作成するには、以下のステップを実行します。
1.

OpenSearch Dashboards で、[セキュリティ] に進み、[許可] を選択します。

2.

[アクショングループの作成] を選択し、以下のグループを設定します。
グループ名

許可

cold_cluster

• cluster:monitor/nodes/stats
• cluster:admin/ultrawarm*
• cluster:admin/cold/*

cold_index

• indices:monitor/stats
• indices:data/read/minmax
• indices:admin/ultrawarm/migration/get
• indices:admin/ultrawarm/migration/cancel

3.

[ロール]、[ロールの作成] の順に選択します。

4.

ロールに cold_manager という名前を付けます。

5.

[クラスターの許可] の場合、作成した cold_cluster グループを選択します。

6.

[インデックス] の場合、* と入力します。

7.

インデックスの許可] の場合、作成した cold_index グループを選択します。

8.

[Create] を選択します。

9.

ロールを作成したら、コールドインデックスを管理する任意のユーザーまたはバックエンドロールに
[それをマッピング (p. 161)] します。

コールドストレージの要件とパフォーマンスに関する
考慮事項
コールドストレージは Simple Storage Service (Amazon S3) を使用するため、レプリカ、Linux 予約容
量、OpenSearch Service 予約容量など、ホットストレージのオーバーヘッドは発生しません。コール
ドストレージには、コンピューティング性能がアタッチされていないため、特定のインスタンスタイプ
はありません。コールドストレージには、任意の量のデータを保存できます。Amazon CloudWatch の
ColdStorageSpaceUtilization メトリクスをモニタリングして、使用しているコールドストレージ容
量の量を確認します。

コールドストレージの料金
UltraWarm ストレージと同様に、コールドストレージでは、データストレージに対してのみ課金されま
す。コールドデータにはコンピューティングコストはないので、コールドストレージにデータがない場
合、課金されることはありません。
コールドストレージとウォームストレージ間でデータを移動する場合、転送料金は発生しません。イン
デックスがウォームストレージとコールドストレージ間で移行されている間、インデックスの 1 つのコ
ピーに対してのみ、継続して料金が発生します。移行が完了すると、インデックスは、移行先のストレー
ジ階層に従って課金されます。コールドストレージの料金の詳細については、「Amazon OpenSearch
Service の料金」を参照してください。
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コールドストレージを有効にする
コンソールは、コールドストレージを使用するドメインを作成する最も簡単な方法です。ドメインを作成
している間に、[コールドストレージを有効にする] を選択します。前提条件 (p. 302)を満たしている限
り、既存のドメインでも同じプロセスを使用できます。ドメインの状態が [処理中] から [アクティブ] に
なっても、コールドストレージが使用可能になるには数時間かかることがあります。
AWS CLI または設定 API を使用して、コールドストレージを有効にすることもできます。

CLI コマンドの例
次の AWS CLI コマンドにより、3 つのデータノード、3 つの専用マスターノード、有効になっているコー
ルドストレージ、および有効になっているきめ細かなアクセスコントロールがあるドメインが作成されま
す。

aws opensearch create-domain \
--domain-name my-domain \
--engine-version Opensearch_1.0 \
--clusterconfig ColdStorageOptions={Enabled=true},WarmEnabled=true,WarmCount=4,WarmType=ultrawarm1.medium.search
\
--ebs-options EBSEnabled=true,VolumeType=gp2,VolumeSize=11 \
--node-to-node-encryption-options Enabled=true \
--encryption-at-rest-options Enabled=true \
--domain-endpoint-options EnforceHTTPS=true,TLSSecurityPolicy=Policy-Min-TLS-1-2-2019-07
\
--advanced-security-options
Enabled=true,InternalUserDatabaseEnabled=true,MasterUserOptions='{MasterUserName=masteruser,MasterUserPassword=master-password}' \
--region us-east-2

詳細については、「AWS CLI コマンドのリファレンス」を参照してください。

設定 API リクエストの例
設定 API に対する次のリクエストにより、3 つのデータノード、3 つの専用マスターノード、有効になっ
ているコールドストレージ、および有効になっているきめ細かなアクセスコントロールがあるドメインが
作成されます。
POST https://es.us-east-2.amazonaws.com/2021-01-01/opensearch/domain
{
"ClusterConfig": {
"InstanceCount": 3,
"InstanceType": "r6g.large.search",
"DedicatedMasterEnabled": true,
"DedicatedMasterType": "r6g.large.search",
"DedicatedMasterCount": 3,
"ZoneAwarenessEnabled": true,
"ZoneAwarenessConfig": {
"AvailabilityZoneCount": 3
},
"WarmEnabled": true,
"WarmCount": 4,
"WarmType": "ultrawarm1.medium.search",
"ColdStorageOptions": {
"Enabled": true
}
},
"EBSOptions": {
"EBSEnabled": true,
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"VolumeType": "gp2",
"VolumeSize": 11

}

},
"EncryptionAtRestOptions": {
"Enabled": true
},
"NodeToNodeEncryptionOptions": {
"Enabled": true
},
"DomainEndpointOptions": {
"EnforceHTTPS": true,
"TLSSecurityPolicy": "Policy-Min-TLS-1-2-2019-07"
},
"AdvancedSecurityOptions": {
"Enabled": true,
"InternalUserDatabaseEnabled": true,
"MasterUserOptions": {
"MasterUserName": "master-user",
"MasterUserPassword": "master-password"
}
},
"EngineVersion": "Opensearch_1.0",
"DomainName": "my-domain"

詳細については、「Amazon OpenSearch Service API リファレンス」を参照してください。

OpenSearch Dashboards でのコールドインデックス
の管理
OpenSearch Service ドメインの既存の Dashboards インターフェイスを使用して、ホット、ウォーム、
およびコールドインデックスを管理できます。Dashboards を使用すると、CLI や設定 API を使用する
ことなく、ウォームストレージとコールドストレージ間でインデックスを移行し、インデックスの移行
ステータスをモニタリングできます。詳細については、OpenSearch Dashboards でのインデックスの管
理 (p. 290)を参照してください。

コールドストレージへのインデックスの移行
インデックスをコールドストレージに移行する場合、データの時間範囲を指定して簡単に検出できるよう
にします。インデックス内のデータに基づいてタイムスタンプフィールドを選択するか、開始タイムスタ
ンプと終了タイムスタンプを手動で指定するか、それを指定しないように選択することができます。
パラメータ

サポートされている値

説明

timestamp_field

インデックスマッピングの日付/
時刻フィールド。

指定されたフィールドの最小値
と最大値が計算され、コールド
インデックスの start_time お
よび end_time メタデータとし
て保存されます。

start_time および end_time

以下の形式のいずれか。

指定された値は、コールドイン
デックスの start_time および
end_time メタデータとして保
存されます。

• strict_date_optional_time。
例えば、yyyy-MMdd'T'HH:mm:ss.SSSZ、yyyyMM-dd などです。
• エポック時間 (ミリ秒)
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タイムスタンプを指定しない場合は、代わりに ?ignore=timestamp をリクエストに追加します。
次のリクエストは、ウォームインデックスをコールドストレージに移行し、そのインデックスのデータの
開始時刻と終了時刻を提供します。
POST _ultrawarm/migration/my-index/_cold
{
"start_time": "2020-03-09",
"end_time": "2020-03-09T23:00:00Z"
}

次に、移行のステータスを確認します。
GET _ultrawarm/migration/my-index/_status
{

}

"migration_status": {
"index": "my-index",
"state": "RUNNING_METADATA_RELOCATION",
"migration_type": "WARM_TO_COLD"
}

OpenSearch Service は、一度に 1 つのインデックスをコールドストレージに移行します。キューには最大
100 の移行を設定できます。制限を超えるリクエストは拒否されます。キュー内の移行の現在の個数を確
認するには、WarmToColdMigrationQueueSize メトリクス (p. 87)をモニタリングします。移行プロセ
スには次の状態があります。
ACCEPTED_COLD_MIGRATION - Migration request is accepted and queued.
RUNNING_METADATA_MIGRATION - The migration request was selected for execution and metadata
is migrating to cold storage.
FAILED_METADATA_MIGRATION - The attempt to add index metadata has failed and all retries
are exhausted.
PENDING_INDEX_DETACH - Index metadata migration to cold storage is completed. Preparing to
detach the warm index state from the local cluster.
RUNNING_INDEX_DETACH - Local warm index state from the cluster is being removed. Upon
success, the migration request will be completed.
FAILED_INDEX_DETACH - The index detach process failed and all retries are exhausted.

コールドストレージへの移行の自動化
インデックスが特定の経過時間に達した後、または他の条件を満たした後の移行プロセスは、インデック
スステート管理 (p. 312)を使用して自動化することができます。ポリシーの例 (p. 313)を参照してくだ
さい。これは、インデックスをホットストレージから UltraWarm へ、またコールドストレージへと自動的
に移行する方法を示しています。

Note
インデックスステート管理ポリシーを使用してインデックスをコールドストレージに移動するに
は、明示的な timestamp_field が必要です。

コールドストレージへの移行のキャンセル
コールドストレージへの移行がキューに追加されているか、失敗状態にある場合は、次のリクエストを使
用して移行をキャンセルできます。
POST _ultrawarm/migration/_cancel/my-index
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{
}

"acknowledged" : true

ドメインがきめ細かなアクセスコントロールを使用している場合、このリクエストを行うには
indices:admin/ultrawarm/migration/cancel 許可が必要です。

コールドインデックスの一覧表示
クエリを実行する前に、コールドストレージ内のインデックスを一覧表示して、詳細な分析のために
UltraWarm に移行するインデックスを決定できます。次のリクエストは、すべてのコールドインデックス
をインデックス名でソートして一覧表示します。
GET _cold/indices/_search

レスポンス例
{

}

"pagination_id" : "je7MtGbClwBF/2Zp9Utk/h3yCo8nvbEXAMPLEKEY",
"total_results" : 3,
"indices" : [
{
"index" : "my-index-1",
"index_cold_uuid" : "hjEoh26mRRCFxRIMdgvLmg",
"size" : 10339,
"creation_date" : "2021-06-28T20:23:31.206Z",
"start_time" : "2020-03-09T00:00Z",
"end_time" : "2020-03-09T23:00Z"
},
{
"index" : "my-index-2",
"index_cold_uuid" : "0vIS2n-oROmOWDFmwFIgdw",
"size" : 6068,
"creation_date" : "2021-07-15T19:41:18.046Z",
"start_time" : "2020-03-09T00:00Z",
"end_time" : "2020-03-09T23:00Z"
},
{
"index" : "my-index-3",
"index_cold_uuid" : "EaeXOBodTLiDYcivKsXVLQ",
"size" : 32403,
"creation_date" : "2021-07-08T00:12:01.523Z",
"start_time" : "2020-03-09T00:00Z",
"end_time" : "2020-03-09T23:00Z"
}
]

フィルタリング
プレフィックスベースのインデックスパターンと時間範囲のオフセットに基づいて、コールドインデック
スをフィルタリングできます。
次のリクエストは、event-* のプレフィックスパターンに一致するインデックスを一覧表示します。
GET _cold/indices/_search
{
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}

"filters":{
"index_pattern": "event-*"
}

レスポンス例
{

}

"pagination_id" : "je7MtGbClwBF/2Zp9Utk/h3yCo8nvbEXAMPLEKEY",
"total_results" : 1,
"indices" : [
{
"index" : "events-index",
"index_cold_uuid" : "4eFiab7rRfSvp3slrIsIKA",
"size" : 32263273,
"creation_date" : "2021-08-18T18:25:31.845Z",
"start_time" : "2020-03-09T00:00Z",
"end_time" : "2020-03-09T23:00Z"
}
]

次のリクエストは、2019-03-01 および 2020-03-01 の間の start_time と end_time のメタデータ
フィールドを持つインデックスを返します。
GET _cold/indices/_search
{
"filters": {
"time_range": {
"start_time": "2019-03-01",
"end_time": "2020-03-01"
}
}
}

レスポンス例
{

}

"pagination_id" : "je7MtGbClwBF/2Zp9Utk/h3yCo8nvbEXAMPLEKEY",
"total_results" : 1,
"indices" : [
{
"index" : "my-index",
"index_cold_uuid" : "4eFiab7rRfSvp3slrIsIKA",
"size" : 32263273,
"creation_date" : "2021-08-18T18:25:31.845Z",
"start_time" : "2019-05-09T00:00Z",
"end_time" : "2019-09-09T23:00Z"
}
]

ソート
コールドインデックスは、インデックス名やサイズなどのメタデータフィールドによって並べ替えること
ができます。次のリクエストは、サイズを降順で並べ替えたすべてのインデックスを一覧表示します。
GET _cold/indices/_search
{
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"sort_key": "size:desc"
}

レスポンス例
{

}

"pagination_id" : "je7MtGbClwBF/2Zp9Utk/h3yCo8nvbEXAMPLEKEY",
"total_results" : 5,
"indices" : [
{
"index" : "my-index-6",
"index_cold_uuid" : "4eFiab7rRfSvp3slrIsIKA",
"size" : 32263273,
"creation_date" : "2021-08-18T18:25:31.845Z",
"start_time" : "2020-03-09T00:00Z",
"end_time" : "2020-03-09T23:00Z"
},
{
"index" : "my-index-9",
"index_cold_uuid" : "mbD3ZRVDRI6ONqgEOsJyUA",
"size" : 57922,
"creation_date" : "2021-07-07T23:41:35.640Z",
"start_time" : "2020-03-09T00:00Z",
"end_time" : "2020-03-09T23:00Z"
},
{
"index" : "my-index-5",
"index_cold_uuid" : "EaeXOBodTLiDYcivKsXVLQ",
"size" : 32403,
"creation_date" : "2021-07-08T00:12:01.523Z",
"start_time" : "2020-03-09T00:00Z",
"end_time" : "2020-03-09T23:00Z"
}
]

その他の有効なソートキーは、start_time:asc/desc、end_time:asc/desc、および
index_name:asc/desc です。

ページ分割
コールドインデックスのリストをページ割りできます。page_size パラメータを使用して、ページ
ごとに返されるインデックスの数を設定します (デフォルトは 10)。コールドインデックスのすべての
_search リクエストは、後続の呼び出しに使用できる pagination_id を返します。
次のリクエストは、コールドインデックスの _search リクエストの結果をページ分割で表示し、次の
100 件の結果を表示します。
GET _cold/indices/_search?page_size=100
{
"pagination_id": "je7MtGbClwBF/2Zp9Utk/h3yCo8nvbEXAMPLEKEY"
}

ウォームストレージへのインデックスの移行
前のセクションでフィルタリング基準を用いてコールドインデックスのリストを絞り込んだ後、それらを
UltraWarm に移行してデータのクエリを行い、それを使用して可視化を作成できます。
次のリクエストは、2 つのコールドインデックスをウォームストレージに移行します。
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POST _cold/migration/_warm
{
"indices": "my-index1,my-index2"
}
{
}

"acknowledged" : true

移行のステータスを確認して移行 ID を取得するには、次のリクエストを送信します。
GET _cold/migration/_status

レスポンス例
{

}

"cold_to_warm_migration_status" : [
{
"migration_id" : "tyLjXCA-S76zPQbPVHkOKA",
"indices" : [
"my-index1,my-index2"
],
"state" : "RUNNING_INDEX_CREATION"
}
]

インデックス固有の移行情報を取得するには、インデックス名を含めます。
GET _cold/migration/my-index/_status

インデックスを指定するのではなく、現在の移行ステータス別にインデックスを一覧表示できます。有効
な値は、_failed、_accepted、_all です。
次のコマンドは、単一の移行リクエスト内のすべてのインデックスのステータスを取得します。
GET _cold/migration/_status?migration_id=my-migration-id

ステータスリクエストを使用して移行 ID を取得します。移行の詳細については、&verbose=true を追
加します。
コールドストレージからウォームストレージには 10 またはそれ未満のバッチ数でインデックスを移行で
きます。最大で 100 インデックスを同時に移行できます。制限を超えるリクエストは拒否されます。現
在、移行中の個数を確認するには、ColdToWarmMigrationQueueSize メトリクス (p. 87)をモニタリン
グします。移行プロセスには次の状態があります。
ACCEPTED_MIGRATION_REQUEST - Migration request is accepted and queued.
RUNNING_INDEX_CREATION - Migration request is picked up for processing and will create warm
indexes in the cluster.
PENDING_COLD_METADATA_CLEANUP - Warm index is created and the migration service will
attempt to clean up cold metadata.
RUNNING_COLD_METADATA_CLEANUP - Cleaning up cold metadata from the indexes migrated to warm
storage.
FAILED_COLD_METADATA_CLEANUP - Failed to clean up metadata in the cold tier.
FAILED_INDEX_CREATION - Failed to create an index in the warm tier.
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スナップショットからのコールドインデックスの復元
ドメイン全体が誤って削除された場合など、自動スナップショットからコールドインデックスを復元する
必要がある場合は、AWS Support に連絡してください。OpenSearch Service は、コールドインデックス
が削除された後、それらを 14 日間保持します。

コールドストレージからウォームストレージへの移行
のキャンセル
コールドストレージからウォームストレージへのインデックスの移行がキューに追加されているか、失敗
状態にある場合は、次のリクエストを用いてそれをキャンセルできます。
POST _cold/migration/my-index/_cancel
{
}

"acknowledged" : true

インデックスのバッチ (一度に最大 10 個) の移行をキャンセルするには、移行 ID を指定します。
POST _cold/migration/_cancel?migration_id=my-migration-id
{
}

"acknowledged" : true

ステータスリクエストを使用して移行 ID を取得します。

コールドインデックスメタデータの更新
コールドインデックスの start_time および end_time フィールドを更新できます。
PATCH _cold/my-index
{
"start_time": "2020-01-01",
"end_time": "2020-02-01"
}

コールドストレージのインデックスの timestamp_field を更新することはできません。

Note
OpenSearch Dashboards は PATCH メソッドをサポートしていません。curl、Postman、または
他のメソッドを使用して、コールドメタデータを更新します。

コールドインデックスの削除
ISM ポリシーを使用していない場合は、コールドインデックスを手動で削除できます。次のリクエスト
は、コールドインデックスを削除します。
DELETE _cold/my-index
{
}

"acknowledged" : true
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コールドストレージを無効にする
OpenSearch Service コンソールは、コールドストレージを無効にする最も簡単な方法です。ドメインを選
択し、[アクション] から [クラスター設定の編集] を選択し、[コールドストレージを有効にする] の選択を
解除します。
AWS CLI または設定 API を使用するには、ColdStorageOptions の下で、"Enabled"="false" を設
定します。
コールドストレージを無効にする前に、すべてのコールドインデックスを削除するか、ウォームストレー
ジに移行する必要があります。そうしないと、無効アクションは失敗します。

Amazon OpenSearch Service でのインデックスス
テート管理
Amazon OpenSearch Service の Index State Management (ISM) を使用すると、日常的なタスクを自動化
するカスタム管理ポリシーを定義し、それらをインデックスおよびインデックスパターンに適用できま
す。これにより、インデックスオペレーションを実行するために、外部プロセスを設定および管理する必
要がなくなります。
ポリシーには、デフォルトの状態と、移行するインデックスの状態一覧が含まれています。各状態内で、
実行するアクションのリストと、移行をトリガーする条件を定義できます。一般的なユースケースは、
一定期間が経過した古いインデックスを定期的に削除することです。例えば、30 日後にインデックスを
read_only 状態に移行して、90 日後に最終的に削除するポリシーを定義できます。
ポリシーをインデックスにアタッチすると、ISM は 30～48 分ごとに実行されるジョブを作成し、ポリ
シーアクションを実行して条件を確認してから、インデックスを別の状態に移行します。このジョブを
実行する基本時間は 30 分ごとです。さらに、0～60% のランダムジッターが追加されることで、すべて
のインデックスからのアクティビティが同時に急増することがなくなります。クラスターの状態が赤の場
合、ISM はジョブを実行しません。
ISM では、OpenSearch または Elasticsearch 6.8 が必要です。完全なドキュメントは、「OpenSearch ド
キュメント」で入手できます。

Important
インデックステンプレートの policy_id 設定は、非推奨です。インデックステンプレートを
使用して、新しく作成されたインデックスに ISM ポリシーを適用することはできなくなりまし
た。ISM テンプレートフィールドを使用して、新しく作成されたインデックスを引き続き自動的
に管理することができます。この更新では、この設定を使用する既存の CloudFormation テンプ
レートに影響する重大な変更が導入されました。

ISM ポリシーを作成する
インデックス状態管理を開始するには
1.
2.

Amazon OpenSearch Service コンソール (https://console.aws.amazon.com/esv3/) を開きます。
ISM ポリシーを作成するドメインを選択します。

3.

ドメインのダッシュボードから、OpenSearch ダッシュボードの URL に移動し、マスターユーザー名
とパスワードでサインインします。URL はこの形式に従います。
domain-endpoint/_dashboards/

4.

OpenSearch ダッシュボード内の左側のナビゲーションパネルを開き、[Index Management] (イン
デックス管理)、それから [Create policy] (ポリシーの作成) を選択します。
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5.
6.

ビジュアルエディタ または JSON エディタ を使用してポリシーを作成します。より構造化された方
法でポリシーを定義できるビジュアルエディタを使用することをお勧めします。ポリシーの作成につ
いては、以下の サンプルポリシー (p. 313) を参照してください。
ポリシーを作成したら、それを 1 つ以上のインデックスに添付します。
POST _plugins/_ism/add/my-index
{
"policy_id": "my-policy-id"
}

Note
ドメインでレガシー Elasticsearch バージョンを実行している場合は、_plugins の代わりに
_opendistro を使用します。
または、OpenSearch Dashboards でインデックスを選択し、[ポリシーの適用] を選択します。

サンプルポリシー
次のサンプルポリシーは、一般的な ISM ユースケースを自動化する方法を示しています。

ホットからウォーム、またコールドストレージまで
このサンプルポリシーでは、インデックスをホットストレージから UltraWarm (p. 292) に移動し、最終
的にコールドストレージ (p. 301)に移動してから、インデックスを削除します。
インデックスは、最初は hot 状態です。10 日後、ISM はインデックスを warm 状態に移動します。その
80 日後、90 日が経過したインデックスは cold 状態に移動します。1 年後、サービスは、インデックスを
削除中であるという通知を Amazon Chime ルームに送信してから、完全にインデックスを削除します。
コールドインデックスでは、通常の delete オペレーションではなく、cold_delete オペレーションが
必要であることに注意してください。また、ISM でコールドインデックスを管理するには、データに明示
的な timestamp_field が必要であることに注意してください。
{

"policy": {
"description": "Demonstrate a hot-warm-cold-delete workflow.",
"default_state": "hot",
"schema_version": 1,
"states": [{
"name": "hot",
"actions": [],
"transitions": [{
"state_name": "warm",
"conditions": {
"min_index_age": "10d"
}
}]
},
{
"name": "warm",
"actions": [{
"warm_migration": {},
"retry": {
"count": 5,
"delay": "1h"
}
}],
"transitions": [{

API バージョン 2015-01-01
313

Amazon OpenSearch Service デベロッパーガイド
サンプルポリシー
"state_name": "cold",
"conditions": {
"min_index_age": "90d"
}
}]

},
{

"name": "cold",
"actions": [{
"cold_migration": {
"timestamp_field": "<your timestamp field>"
}
}
],
"transitions": [{
"state_name": "delete",
"conditions": {
"min_index_age": "365d"
}
}]

},
{

}

}

]

}

"name": "delete",
"actions": [{
"notification": {
"destination": {
"chime": {
"url": "<URL>"
}
},
"message_template": {
"source": "The index {{ctx.index}} is being deleted."
}
}
},
{
"cold_delete": {}
}]

レプリカの数を減らす
このサンプルポリシーはもう少し単純で、ディスク容量を節約するために 7 日後にレプリカ数をゼロに減
らし、21 日後にインデックスを削除します。このポリシーは、インデックスが重要ではなく、書き込みリ
クエストをこれ以上受信しないことを前提としています。レプリカ数をゼロにすると、データ損失のリス
クがあります。
{

"policy": {
"description": "Changes replica count and deletes.",
"schema_version": 1,
"default_state": "current",
"states": [{
"name": "current",
"actions": [],
"transitions": [{
"state_name": "old",
"conditions": {
"min_index_age": "7d"
}
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}]

},
{

"name": "old",
"actions": [{
"replica_count": {
"number_of_replicas": 0
}
}],
"transitions": [{
"state_name": "delete",
"conditions": {
"min_index_age": "21d"
}
}]

},
{

}

}

]

}

"name": "delete",
"actions": [{
"delete": {}
}],
"transitions": []

インデックスのスナップショットを撮る
このサンプルポリシーでは、snapshot オペレーションを使用して、インデックスに少なくとも 1 つ
のドキュメントが含まれているとすぐに、インデックスのスナップショットを撮ります。repository
は、Amazon S3 に登録した手動スナップショットリポジトリの名前です。snapshot は、スナップショッ
トの名前です。スナップショットの前提条件およびリポジトリを登録する手順については、「the section
called “インデックススナップショットの作成” (p. 44)」を参照してください。
{

}

"policy": {
"description": "Takes an index snapshot.",
"schema_version": 1,
"default_state": "empty",
"states": [{
"name": "empty",
"actions": [],
"transitions": [{
"state_name": "occupied",
"conditions": {
"min_doc_count": 1
}
}]
},
{
"name": "occupied",
"actions": [{
"snapshot": {
"repository": "<my-repository>",
"snapshot": "<my-snapshot>"
}
}],
"transitions": []
}
]
}
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ISM テンプレート
ism_template フィールドをポリシーにセットアップすると、テンプレートパターンと一致するインデッ
クスを作成したときに、ポリシーがそのインデックスに自動的にアタッチされるようになります。この例
では、「log」で始まる名前で作成したインデックスは、自動的に ISM ポリシーmy-policy-id と一致し
ます。
PUT _plugins/_ism/policies/my-policy-id
{
"policy": {
"description": "Example policy.",
"default_state": "...",
"states": [...],
"ism_template": {
"index_patterns": ["log*"],
"priority": 100
}
}
}

より詳細な例については、「自動ロールオーバー用 ISM テンプレートを使用したサンプルポリシー」を参
照してください。

違い
OpenSearch および Elasticsearch と比較して、ISM for Amazon OpenSearch Service にはいくつかの違い
があります。

ISM オペレーション
• OpenSearch Service は、3 つのISM 固有のオペレーションである
warm_migration、cold_migration、cold_delete をサポートします。
• ドメインで UltraWarm (p. 292) が有効になっている場合、warm_migration アクションはインデッ
クスをウォームストレージに移行します。
• ドメインでコールドストレージ (p. 301)が有効になっている場合、cold_migration アクションは
インデックスをコールドストレージに移行し、cold_delete アクションはインデックスをコールド
ストレージから削除します。
これらのアクションのいずれかが設定されたタイムアウト期間内に完了しない場合でも、ウォームイン
デックスへの移行は継続されます。上記のアクションのいずれかに error_notification を設定すると、タ
イムアウト期間内にアクションが完了しなかった場合に、そのアクションが失敗したことが通知されま
すが、この通知は参考用です。実際のオペレーションに固有のタイムアウトはなく、最終的に成功また
は失敗するまで実行が継続されます。
• ドメインが OpenSearch または Elasticsearch 7.4 以降を実行している場合、OpenSearch Service は
ISM open および close オペレーションをサポートします。
• ドメインが OpenSearch または Elasticsearch 7.7 以降を実行している場合、OpenSearch サービスは
ISM snapshot オペレーションをサポートします。

コールドストレージ ISM オペレーション
コールドインデックスでは、次の ISM API を使用するときに ?type=_cold パラメータを指定する必要が
あります。
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• ポリシーを追加する
• ポリシーを削除する
• ポリシーを更新する
• 失敗したインデックスを再試行する
• インデックスを説明する
これらのコールドインデックス用の API には、次のような違いがあります。
• ワイルドカード演算子は、最後に使用する場合を除き、サポートされていません。例えば、_plugins/
_ism/<add, remove, change_policy, retry, explain>/logstash-* はサポートされていま
すが、_plugins/_ism/<add, remove, change_policy, retry, explain>/iad-*-prod は
サポートされていません。
• 複数のインデックスの名前とパターンはサポートされていません。例えば、_plugins/_ism/
<add, remove, change_policy, retry, explain>/app-logs はサポートされてい
ますが、_plugins/_ism/<add, remove, change_policy, retry, explain>/applogs,sample-data はサポートされていません。

ISM の設定
OpenSearch と Elasticsearch を使用すると、_cluster/settings API を使用して利用可能なすべての
ISM 設定を変更することができます。Amazon OpenSearch Service では、次の設定のみを変更できます。
• クラスターレベルの設定:
• enabled
• history.enabled
• インデックスレベルの設定:
• rollover_alias

チュートリアル: Index State Management プロセスの
自動化
このチュートリアルでは、日常的なインデックス管理タスクを自動化して、それらをインデックスおよび
インデックスパターンに適用する ISM ポリシーの実装方法を示します。
Amazon OpenSearch Service の Index State Management (ISM) (p. 312) を使用すると、反復的なイン
デックス管理アクティビティを自動化できるため、追加のツールを使用してインデックスのライフサイク
ルを管理する必要がなくなります。インデックスが作成されてから経過した時間、サイズ、その他の条件
に基づいてこれらのオペレーションを自動化するポリシーを、すべて Amazon OpenSearch Service ドメ
イン内から作成できます。
OpenSearch Service は、アクティブな書き込みと低レイテンシーの分析用のデフォルトの「ホット」状
態、最大 3 ペタバイトの読み取り専用データ用の UltraWarm、無制限の長期アーカイブ用のコールドスト
レージの 3 つのストレージ階層をサポートします。
このチュートリアルでは、日次インデックスで時系列データを処理するサンプルユースケースをご紹
介します。このチュートリアルでは、アタッチされた各インデックスの自動スナップショットを 24 時
間後に作成するポリシーを設定します。その後、2 日後にインデックスをデフォルトのホット状態から
UltraWarm ストレージに移行し、30 日後にコールドストレージに移行して、最後に 60 日後にインデック
スを削除します。
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前提条件
• OpenSearch Service のドメインでは、Elasticsearch バージョン 6.8 が実行されている必要がありま
す。
• ドメインで UltraWarm (p. 292) とコールドストレージ (p. 301)が有効になっている必要があります。
• ドメインの手動スナップショットリポジトリを登録 (p. 47)する必要があります。
• ユーザーロールには、OpenSearch Service コンソールにアクセスするための十分な許可が必要です。必
要に応じて、ドメインへのアクセスを検証して設定 (p. 133)します。

ステップ 1: ISM ポリシーを設定する
まず、OpenSearch Dashboards で ISM ポリシーを設定します。
1.

OpenSearch Service コンソールのドメインダッシュボードから、OpenSearch Dashboards の URL に
移動して、マスターユーザー名とパスワードを使用してサインインします。URL はこの形式に従いま
す: domain-endpoint/_dashboards/。

2.

OpenSearch Dashboards で、[Add sample data] (サンプルデータを追加) を選択し、1 つ以上のサン
プルインデックスをドメインに追加します。

3.

左側のナビゲーションパネルを開き、[Index Management] (インデックス管理)、[Create policy] (ポリ
シーの作成) の順に選択します。

4.

ポリシーには ism-policy-example という名前を付けます。

5.

デフォルトのポリシーを次のポリシーに置き換えます。
{

"policy": {
"description": "Move indexes between storage tiers",
"default_state": "hot",
"states": [
{
"name": "hot",
"actions": [],
"transitions": [
{
"state_name": "snapshot",
"conditions": {
"min_index_age": "24h"
}
}
]
},
{
"name": "snapshot",
"actions": [
{
"retry": {
"count": 5,
"backoff": "exponential",
"delay": "30m"
},
"snapshot": {
"repository": "snapshot-repo",
"snapshot": "ism-snapshot"
}
}
],
"transitions": [
{
"state_name": "warm",

API バージョン 2015-01-01
318

Amazon OpenSearch Service デベロッパーガイド
チュートリアル: ISM プロセスの自動化

]

}

"conditions": {
"min_index_age": "2d"
}

},
{

"name": "warm",
"actions": [
{
"retry": {
"count": 5,
"backoff": "exponential",
"delay": "1h"
},
"warm_migration": {}
}
],
"transitions": [
{
"state_name": "cold",
"conditions": {
"min_index_age": "30d"
}
}
]

},
{

"name": "cold",
"actions": [
{
"retry": {
"count": 5,
"backoff": "exponential",
"delay": "1h"
},
"cold_migration": {
"start_time": null,
"end_time": null,
"timestamp_field": "@timestamp",
"ignore": "none"
}
}
],
"transitions": [
{
"state_name": "delete",
"conditions": {
"min_index_age": "60d"
}
}
]

},
{

"name": "delete",
"actions": [
{
"cold_delete": {}
}
],
"transitions": []

}
],
"ism_template": [
{
"index_patterns": [
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}

}

]

}

"index-*"
],
"priority": 100

Note
ism_template フィールドは、新しく作成され、かつ、指定された index_patterns のい
ずれかに一致するインデックスにポリシーを自動的にアタッチします。この場合は、indexで始まるすべてのインデックスです。このフィールドは、環境内のインデックス形式に一致
するように変更できます。詳細については、「ISM テンプレート (p. 316)」を参照してくだ
さい。
6.

7.

ポリシーの snapshot セクションで、snapshot-repo を、ドメイン用に登録したスナップショット
リポジトリ (p. 47)の名前に置き換えます。オプションで、ism-snapshot を置き換えることもでき
ます。これは、作成時のスナップショットの名前となります。
[Create] を選択します。ポリシーが [State management policies] (状態管理ポリシー) ページに表示さ
れるようになりました。

ステップ 2: ポリシーを 1 つ以上のインデックスにアタッチする
ポリシーを作成したら、クラスター内の 1 つ以上のインデックスにアタッチします。
1.
2.
3.

[Hot indicies] (ホットインデックス) タブにアクセスし、ステップ 1 で追加したすべてのサンプルイン
デックスをリスト化する opensearch_dashboards_sample を検索します。
すべてのインデックスを選択し、[Apply policy] (ポリシーを適用) を選択してから、作成したばかりの
ism-policy-example ポリシーを選択します。
[Apply] を選択します。

[Policy managed indices] (ポリシー管理インデックス) ページで、インデックスがさまざまな状態を経るの
をモニタリングできます。

インデックスロールアップにより Amazon
OpenSearch Service のインデックスを要約する
Amazon OpenSearch Service のインデックスロールアップを使用すると、要約されたインデックスに古い
データを定期的にロールアップすることで、ストレージコストを削減できます。
関心のあるフィールドを選択し、インデックスロールアップを使用して、より粗いタイムバケットに集約
されたフィールドのみを持つ新しいインデックスを作成します。同じクエリパフォーマンスで、数か月ま
たは数年の履歴データをわずかなコストで保存できます。
インデックスロールアップには、OpenSearch または Elasticsearch 7.9 以降が必要です。この機能の詳細
なドキュメントは、「OpenSearch のドキュメント」で参照できます。

インデックスロールアップジョブの作成
開始するには、OpenSearch Dashboards でインデックス管理を選択します。[ロールアップジョブ] を選択
し、[ロールアップジョブの作成] を選択します。
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ステップ 1: インデックスをセットアップする
ソースインデックスとターゲットインデックスをセットアップします。ソースインデックスは、ロール
アップするインデックスです。ターゲットインデックスは、インデックスロールアップの結果が保存され
る場所です。
インデックスロールアップジョブを作成した後は、そのインデックス選択を変更することはできません。

ステップ 2: 集計とメトリクスを定義する
ロールアップする集計 (用語およびヒストグラム) とメトリクス (平均、合計、最大、最小、および値のカ
ウント) を持つ属性を選択します。多くのスペースを節約することはないので、非常にきめ細かな属性を
多く追加しないようにしてください。

ステップ 3: スケジュールを指定する
インデックスが取り込まれるときにロールアップするスケジュールを指定します。インデックスロール
アップジョブは、デフォルトでは有効になっています。

ステップ 4: 確認して作成する
設定を確認し、[作成] を選択します。

ステップ5：ターゲットインデックスを検索する
標準 _search API を使用して、ターゲットインデックスを検索できます。ターゲットインデックス内の
データの内部構造にアクセスすることはできません。これは、プラグインがターゲットインデックスに
合わせてバックグラウンドでクエリを自動的に書き換えるからです。これは、ソースインデックスとター
ゲットインデックスで同じクエリを使用できるようにするためのものです。
ターゲットインデックスのクエリを行うには、size を 0 に設定します。
GET target_index/_search
{
"size": 0,
"query": {
"match_all": {}
},
"aggs": {
"avg_cpu": {
"avg": {
"field": "cpu_usage"
}
}
}
}

Amazon OpenSearch Service でのインデックスの
変換
一方、インデックスロールアップジョブ (p. 320)を使用すると、古いデータを凝縮されたインデックスに
ロールアップしてデータのきめ細かさを減らすことができます。変換ジョブを使用すると、特定のフィー
ルドを中心にしたデータの異なる要約ビューを作成できるため、さまざまな方法でデータを可視化または
分析できます。
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インデックス変換には、OpenSearch Dashboards のユーザーインターフェイスと REST API がありま
す。この機能には OpenSearch 1.0 以降が必要です。完全なドキュメントは、「OpenSearch ドキュメン
ト」で入手できます。

インデックス変換ジョブの作成
クラスターにデータがない場合は、OpenSearch Dashboards 内のサンプルフライトデータを使用して、
変換ジョブを試してください。データを追加したら、OpenSearch Dashboards を起動します。次に [イン
デックス管理]、[変換ジョブ]、および [変換ジョブの作成] を選択します。

ステップ 1: インデックスを選択する
[インデックス] セクションで、ソースとターゲットインデックスを選択します。既存のターゲットイン
デックスを選択することも、そのインデックス名を入力して新しいターゲットインデックスを作成するこ
ともできます。
ソースインデックスのサブセットだけを変換する場合は、[データフィルターの追加] を選択
し、OpenSearch クエリ DSL を使用して、ソースインデックスのサブセットを指定します。

ステップ 2: フィールドを選択する
インデックスを選択したら、変換ジョブで使用するフィールドと、グループ化または集約を使用するかど
うかを選択します。
• グループ化を使用して、変換されたインデックス内の別のバケットにデータを配置できます。例えば、
サンプルフライトデータ内のすべての空港の目的地をグループ化する場合は、DestAirportID フィー
ルドを DestAirportID_terms フィールドのターゲットフィールドにグループ化すると、変換ジョブ
の終了後に、変換されたインデックスにグループ化された空港 ID を見つけることができます。
• 一方、集約では、簡単な計算を実行できます。例えば、変換ジョブに集約を含めると、すべての飛行機
のチケットの合計を計算する sum_of_total_ticket_price の新しいフィールドを定義できます。そ
の後、変換されたインデックス内の新しいデータを分析できます。

ステップ 3: スケジュールを指定する
変換ジョブはデフォルトで有効になっており、スケジュールに基づいて実行されます。変換実行間隔につ
いては、間隔を分、時間、日数で指定します。

ステップ 4: 確認してモニタリングする
設定を確認し、[作成] を選択します。次に、[ジョブステータスの変換] 列をモニタリングします。

ステップ5：ターゲットインデックスを検索する
ジョブが終了したら、標準 _search API を使用してターゲットインデックスを検索します。
例えば、DestAirportID フィールドに基づいてフライトデータを変換する変換ジョブを実行した
後、SFO の値を持つすべてのフィールドを返すために、次のリクエストを実行することができます。
GET target_index/_search
{
"query": {
"match": {
"DestAirportID_terms" : "SFO"
}
}
}
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Amazon OpenSearch Service のクラスター間レプ
リケーション
Amazon OpenSearch Service のクラスター間レプリケーションを使用すると、1 つの OpenSearch
Service ドメインから別のドメインにインデックス、マッピング、メタデータをレプリケートできます。
これは、フォロワーインデックス (データがレプリケートされる場所) がリーダーインデックスからデータ
をプルするアクティブ/パッシブレプリケーションモデルに従います。クラスター間レプリケーションで
は、障害発生時の災害対策が保証され、地理的に離れたデータセンター間でデータをレプリケートしてレ
イテンシーを削減できます。ドメイン間で転送されるデータについて、標準の AWS データ転送料金を支
払います。
クラスター間レプリケーションは、Elasticsearch 7.10 または OpenSearch 1.1 以降を実行するドメインで
使用できます。クラスター間レプリケーションの完全なドキュメントについては、OpenSearch ドキュメ
ントを参照してください。

制約事項
クラスター間レプリケーションには、次の制約事項があります。
• Amazon OpenSearch Service ドメインとセルフマネージド OpenSearch クラスターまたは
Elasticsearch クラスターの間でデータをレプリケートすることはできません。
• ドメインは、インバウンド接続とアウトバウンド接続の組み合わせを介して最大 20 のその他のドメイ
ンに接続できます。
• ドメインはメジャーバージョンが同じであるか、最終マイナーバージョンと次のメジャーバージョンの
間のバージョンである必要があります。
• AWS CloudFormation を使用してドメインを接続することはできません。
• M3 インスタンスとバースト可能 (T2 および T3) インスタンスではクラスター間レプリケーションを使
用できません。
• UltraWarm インデックスとコールドインデックス間でデータをレプリケートすることはできません。両
方のインデックスがホットストレージにある必要があります。

前提条件
クラスター間レプリケーションをセットアップする前に、ドメインが次の要件を満たしていることを確認
してください。
• Elasticsearch 7.10 または OpenSearch 1.1 以降
• Fine-grained access control (p. 152)が有効
• ノード間暗号化 (p. 132)が有効

アクセス許可の要件
レプリケーションを開始するには、リモート (リーダー) ドメインの es:ESCrossClusterGet アクセス
許可を含める必要があります。リモートドメインで次の IAM ポリシーを使用することをお勧めします (ド
キュメントのインデックス作成や標準検索の実行など、他のオペレーションの実行も可能になります)。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
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}

]

"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": [
"*"
]
},
"Action": [
"es:ESHttp*"
],
"Resource": "arn:aws:es:region:account:domain/leader-domain/*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "*"
},
"Action": "es:ESCrossClusterGet",
"Resource": "arn:aws:es:region:account:domain/leader-domain"
}

es:ESCrossClusterGet アクセス許可が /leader-domain/* ではなく /leader-domain に適用され
ていることを確認してください。
管理者以外のユーザーがレプリケーションアクティビティを実行するには、適切なアクセス許可にマッピ
ングする必要もあります。ほとんどのアクセス許可は、特定の REST API オペレーションに対応します。
例えば、indices:admin/plugins/replication/index/_resume アクセス許可を使用すると、イ
ンデックスのレプリケーションを再開できます。アクセス許可の完全な一覧については、OpenSearch ド
キュメントの「Replication permissions」を参照してください。

Note
レプリケーションを開始してレプリケーションルールを作成するコマンドは、特殊なケースで
す。リーダードメインとフォロワードメインでバックグラウンドプロセスが呼び出されるため、
リクエストで leader_cluster_role と follower_cluster_role を渡す必要がありま
す。OpenSearch Service は、すべてのバックエンドレプリケーションタスクでこれらのロールを
使用します。これらのロールのマッピングと使用の詳細については、OpenSearch ドキュメント
の「Map the leader and follower cluster roles」を参照してください。

クラスター間接続のセットアップ
1 つのドメインから別のドメインにインデックスをレプリケートするには、ドメイン間でクラスター間接
続を設定する必要があります。ドメイン間の接続する最も簡単な方法は、ドメインダッシュボードの [接
続] タブを使用することです。設定 API または AWS CLI を使用することもできます。クラスター間レプリ
ケーションは「プル」モデルに従うため、フォロワードメインから接続を開始します。

Note
以前にクラスター間検索 (p. 256)を実行するために 2 つのドメインを接続したことのある場
合、その同じ接続をレプリケーションに使用することはできません。コンソールで、接続は
SEARCH_ONLY とマークされます。以前に接続された 2 つのドメイン間でレプリケーションを実
行するには、接続を削除し、再度作成する必要があります。これを実行すれば、クラスター間検
索とクラスター間レプリケーションの両方で接続が使用できるようになります。

接続をセットアップするには
1.

Amazon OpenSearch Service コンソールで、フォロワードメインを選択し、[接続] タブに移動して
[リクエスト] を選択します。

2.

[接続エイリアス] に接続の名前を入力します。
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3.

利用中の AWS アカウント とリージョンのドメインに接続するか、別のアカウントまたは別のリー
ジョンのドメインに接続するかどうかを選択します。
• おなじAWS アカウントとリージョンに接続するには、ドメインを選択して [リクエスト] を選択し
ます。
• 別の AWS アカウント アカウントまたはリージョンのドメインに接続するには、リモートドメイン
の ARN を指定して [リクエスト] を選択します。

OpenSearch Service が接続リクエストを検証します。ドメインに互換性がない場合、接続は失敗します。
正常に完了した検証は承認のために宛先ドメインに送信されます。宛先ドメインでリクエストが承認され
たら、レプリケーションを開始できます。

レプリケーションの開始
クラスター間接続を確立したら、データのレプリケーションを開始できます。まず、レプリケートするイ
ンデックスをリーダードメインに作成します。
PUT leader-01

そのインデックスをレプリケートするには、次のコマンドをフォロワードメインに送信します。
PUT _plugins/_replication/follower-01/_start
{
"leader_alias": "connection-alias",
"leader_index": "leader-01",
"use_roles":{
"leader_cluster_role": "all_access",
"follower_cluster_role": "all_access"
}
}

接続エイリアスは、ドメインダッシュボードの [接続] タブで確認できます。
この例では、管理者がリクエストを発行していると仮定し、説明を簡単にするために all_access を
leader_cluster_role と follower_cluster_role に使用します。ただし、本番環境では、リー
ダーインデックスとフォロワーインデックスの両方でレプリケーションユーザーを作成してマッピングす
ることをお勧めします。ユーザー名は同一である必要があります。これらのロールのマッピング方法の詳
細については、OpenSearch ドキュメントの「Map the leader and follower cluster roles」を参照してくだ
さい。

レプリケーションの確認
レプリケーションが行われていることを確認するには、レプリケーションステータスを取得します。
GET _plugins/_replication/follower-01/_status
{

"status" : "SYNCING",
"reason" : "User initiated",
"leader_alias" : "connection-alias",
"leader_index" : "leader-01",
"follower_index" : "follower-01",
"syncing_details" : {
"leader_checkpoint" : -5,
"follower_checkpoint" : -5,
"seq_no" : 0
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}

}

リーダーとフォロワーのチェックポイントの値は負の整数で始まり、ユーザーが持っているシャードの数
を反映します (1 つのシャードの場合は -1、5 つのシャードの場合は -5 など)。変更を加えるたびに、値は
正の整数で増加します。2 つの値が同じ場合、インデックスが完全に同期されていることを意味します。
これらのチェックポイント値を使用して、ドメイン間のレプリケーションのレイテンシーを測定できま
す。
レプリケーションをさらに検証するには、リーダーインデックスにドキュメントを追加します。
PUT leader-01/_doc/1
{
"Doctor Sleep":"Stephen King"
}

そして、それがフォロワーインデックスに表示されることを確認します。
GET follower-01/_search
{

}

}

...
"max_score" : 1.0,
"hits" : [
{
"_index" : "follower-01",
"_type" : "_doc",
"_id" : "1",
"_score" : 1.0,
"_source" : {
"Doctor Sleep" : "Stephen King"
}
}
]

レプリケーションの一時停止と再開
問題を修復する場合や、リーダードメインの負荷を削減する必要がある場合は、レプリケーションを一時
的に一時停止できます。次のリクエストをフォロワードメインに送信します。空のリクエストボディを含
めてください。
POST _plugins/_replication/follower-01/_pause
{}

次に、ステータスを取得して、レプリケーションが一時停止していることを確認します。
GET _plugins/_replication/follower-01/_status
{

}

"status" : "PAUSED",
"reason" : "User initiated",
"leader_alias" : "connection-alias",
"leader_index" : "leader-01",
"follower_index" : "follower-01"
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変更作業が完了したら、レプリケーションを再開します。次のリクエストをフォロワードメインに送信し
ます。空のリクエストボディを含めてください。
POST _plugins/_replication/follower-01/_resume
{}

12 時間以上一時停止してからレプリケーションを再開することはできません。レプリケーションを停止
し、フォロワーインデックスを削除し、リーダーのレプリケーションを再開する必要があります。

レプリケーションの開始
レプリケーションを完全に停止すると、フォロワーインデックスはリーダーのフォローを解除し、標準イ
ンデックスになります。停止したレプリケーションを再開することはできません。
フォロアードメインからレプリケーションを停止します。空のリクエストボディを含めてください。
POST _plugins/_replication/follower-01/_stop
{}

自動フォロー
指定したパターンに一致するインデックスを自動的にレプリケートする 1 つのリーダードメインに対し
て、レプリケーションルールのセットを定義できます。リーダードメイン上のインデックスがパターンの
1 つ (books* など) に一致すると、一致するフォロワーインデックスがフォロワードメインに作成されま
す。OpenSearch Service は、パターンに一致する既存のインデックスに加えて、ユーザーが作成した新し
いインデックスを複製します。フォロワードメインにすでに存在するインデックスはレプリケートされま
せん。
すべてのインデックス (システムによって作成されたインデックスおよびフォロワードメインに既に存在
するインデックスを除く) をレプリケートするには、ワイルドカード (*) パターンを使用します。

レプリケーションルールの作成
フォロアードメインにレプリケーションルールを作成し、クラスター間接続の名前を指定します。
POST _plugins/_replication/_autofollow
{
"leader_alias" : "connection-alias",
"name": "rule-name",
"pattern": "books*",
"use_roles":{
"leader_cluster_role": "all_access",
"follower_cluster_role": "all_access"
}
}

接続エイリアスは、ドメインダッシュボードの [接続] タブで確認できます。
この例では、管理者がリクエストを発行していると仮定し、説明を簡単にするために all_access をリー
ダードメインルールとフォロワードメインルールとして使用します。ただし、本番環境では、リーダーイ
ンデックスとフォロワーインデックスの両方でレプリケーションユーザーを作成してマッピングすること
をお勧めします。ユーザー名は同一である必要があります。これらのロールのマッピング方法の詳細につ
いては、OpenSearch ドキュメントの「Map the leader and follower cluster roles」を参照してください。
ドメイン上の既存のレプリケーションルールのリストを取得するには、auto-follow stats API オペレーショ
ンを使用します。
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ルールをテストするには、リーダードメインのパターンに一致するインデックスを作成します。
PUT books-are-fun

そして、そのレプリカがフォロアードメインに表示されていることを確認します。
GET _cat/indices
health status index
store.size pri.store.size
green open
books-are-fun
208b
208b

uuid

pri rep docs.count docs.deleted

ldfHO78xYYdxRMULuiTvSQ

1

1

0

0

レプリケーションルールの削除
レプリケーションルールを削除すると、OpenSearch Service は、パターンに一致する新規インデックスの
レプリケーションを停止しますが、ユーザーがレプリケーションを停止 (p. 327)するまで、既存のレプリ
ケーションアクティビティは継続します。
フォロアードメインからレプリケーションルールを削除します。
DELETE _plugins/_replication/_autofollow
{
"leader_alias" : "connection-alias",
"name": "rule-name"
}

リモート再インデックスを使用した Amazon
OpenSearch Service インデックスの移行
リモート再インデックスを使用すると、1 つの Amazon OpenSearch Service クラスターから別のク
ラスターにインデックスをコピーできます。OpenSearch Service ドメインまたはセルフマネージド
OpenSearch クラスターおよび Elasticsearch クラスターからインデックスを移行できます。
リモートでの再インデックス作成には、ターゲットドメインで OpenSearch 1.0 以降、または
Elasticsearch 6.7 以降が必要です。ソースドメインは、ターゲットドメインと同じまたはそれより前の
メジャーバージョンである必要があります。Elasticsearch のバージョンは、OpenSearch バージョンよ
り前と見なされます。つまり、Elasticsearch ドメインから OpenSearch ドメインにデータを再インデッ
クスできます。同じメジャーバージョン内では、ソースドメインは任意のマイナーバージョンにするこ
とができます。例えば、Elasticsearch 7.10.x から 7.9 へのリモート再インデックスはサポートされます
が、OpenSearch 1.0 から Elasticsearch 7.10.x へのリモート再インデックスはサポートされません。
詳細なステップやサポートされているオプションを含む、reindex オペレーションの完全なドキュメント
は、「OpenSearch ドキュメント」で入手できます。
トピック
• 前提条件 (p. 329)
• OpenSearch Service ドメイン間でデータを再インデックスする (p. 329)
• VPC 内の OpenSearch Service ドメイン間でデータの再インデックスを行う (p. 330)
• OpenSearch Service 以外のドメイン間でデータの再インデックスを行う (p. 331)
• 大規模なデータセットの再インデックスを行う (p. 331)
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• リモート再インデックス設定 (p. 333)

前提条件
リモート再インデックスには、次の要件があります。
• ソースドメインは、ターゲットドメインからアクセス可能である必要があります。VPC 内に存在する
ソースドメインでは、VPC へのアクセス権がある必要があります。このプロセスはネットワーク構成に
よって異なりますが、VPN への接続、ネットワークの管理あるいはプロキシサーバーの使用が必要とな
る場合がほとんどです。詳細については、「the section called “VPC サポート” (p. 38)」を参照してくだ
さい。
• リクエストは、他の REST リクエストと同様にソースドメインによって承認される必要があります。
ソースドメインできめ細かなアクセスコントロールが有効になっている場合は、ターゲットドメイン
で再インデックスを実行し、ソースドメインでインデックスを読み取るための許可が必要です。セキュ
リティに関するその他の考慮事項については、「the section called “きめ細かなアクセスコントロー
ル” (p. 152)」を参照してください。
• 再インデックスプロセスを開始する前に、ターゲットドメインに目的の設定でインデックスを作成する
ことをお勧めします。

OpenSearch Service ドメイン間でデータを再イン
デックスする
最も基本的なシナリオは、ソースインデックスがパブリックにアクセス可能なエンドポイントを持つター
ゲットドメインと同じ AWS リージョン にあり、IAM 認証情報が署名されていることです。
ターゲットドメインから、再インデックス元のソースインデックスと、再インデックス先のターゲットイ
ンデックスを指定します。
POST _reindex
{
"source": {
"remote": {
"host": "https://source-domain-endpoint:443"
},
"index": "source_index"
},
"dest": {
"index": "target_index"
}
}

検証チェックを行うには、ソースドメインのエンドポイントの末尾に 443 を追加する必要があります。
インデックスがターゲットドメインにコピーされたことを確認するには、次のリクエストをターゲットド
メインに送信します。
GET target_index/_search

ソースインデックスがターゲットドメインとは異なるリージョンにある場合は、次のサンプルリクエスト
のように、リージョン名を渡します。
POST _reindex
{
"source": {
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"remote": {
"host": "https://source-domain-endpoint:443",
"region": "eu-west-1"
},
"index": "source_index"

}

},
"dest": {
"index": "target_index"
}

AWS GovCloud (US) または中国のリージョンのような孤立した領域の場合は、IAM ユーザーがこれらの
リージョンで認識されないため、エンドポイントにアクセスできない可能性があります。
ソースドメインが基本認証で保護されている場合は、ユーザーネームとパスワードを指定します。
POST _reindex
{
"source": {
"remote": {
"host": "https://source-domain-endpoint:443",
"username": "username",
"password": "password"
},
"index": "source_index"
},
"dest": {
"index": "target_index"
}
}

ソースドメインが VPC 内でホストされていて、VPC レベルの接続がない場合は、パブリックにアクセス
可能なエンドポイントでプロキシを設定します。プロキシドメインには、公開認証機関 (CA) によって署
名された証明書が必要です。自己署名証明書またはプライベート CA 署名証明書はサポートされていませ
ん。

VPC 内の OpenSearch Service ドメイン間でデータの
再インデックスを行う
すべての OpenSearch Service ドメインは、独自の内部 VPC インフラストラクチャで構成されてい
ます。既存の仮想プライベートクラウド (VPC) に新しい OpenSearch Service ドメインを作成する
と、OpenSearch Service VPC 内のデータノードごとに Elastic Network Interface (ENI) が作成されます。
ソースの再インデックスオペレーションはターゲットの OpenSearch Service ドメインから実行される、
すなわち独自のプライベート VPC 内で実行されるため、ソースの OpenSearch Service ドメインの VPC
にはアクセスしません。代わりに、パブリックにアクセス可能なリバースプロキシが必要です。
ドメインが同じ VPC 内にある場合でも、2 つの VPC ドメイン間でリモート再インデックスを使用する
には、プロキシが必要です。ソースクラスターの前にパブリックにアクセス可能なエンドポイントを持つ
プロキシを作成し、そのプロキシエンドポイントを再インデックス本体に渡します。プロキシドメインに
は、公開認証機関 (CA) によって署名された証明書が必要です。自己署名証明書またはプライベート CA 署
名証明書はサポートされていません。

VPC 内の OpenSearch Service ドメイン間でデータの再インデックスを行うには
1.

ローカルとリモート OpenSearch Service ドメインの両方へのアクセスが許可された IAM ユーザーを
作成します。次に、アクセスポリシーの例を示します。
{

API バージョン 2015-01-01
330

Amazon OpenSearch Service デベロッパーガイド
OpenSearch Service 以外のドメイン
間でデータの再インデックスを行う

}

2.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/test-user"
},
"Action": "es:*",
"Resource": "arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/test-domain/my-index/*"
}
]

リモート OpenSearch Service VPC エンドポイントの NGINX リバースプロキシを使用して EC2 イン
スタンスをセットアップします。EC2 インスタンスは、OpenSearch Service ドメインと同じ VPC 内
にある必要があります。リクエストに署名しているので、NGINX 設定に次のパラメータが含まれてい
ることを確認してください。
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;

3.

_reindex リクエストを送信し、Signature バージョン 4 を使用して IAM 認証情報で署名しま
す。OpenSearch Service ドメイン (実行中の EC2 インスタンスまたは VPN 経由で接続されたローカ
ルマシン) と同じ VPC 内のマシンからリクエストを送信します。external パラメータを true に設
定します。ソースドメインの場合は、NGINX リバースプロキシの外部アクセス可能な URL を指定し
ます。

OpenSearch Service 以外のドメイン間でデータの再
インデックスを行う
ソースインデックスが OpenSearch Service の外部でホストされている場合 (セルフマネージド EC2 イン
スタンスなど)、external パラメータを true に設定します。
POST _reindex
{
"source": {
"remote": {
"host": "https://source-domain-endpoint:443",
"username": "username",
"password": "password",
"external": true
},
"index": "source_index"
},
"dest": {
"index": "target_index"
}
}

この場合、ユーザーネームとパスワードを用いた基本認証のみがサポートされます。ソースドメインに
は、公開 CA によって署名された証明書が必要です。自己署名証明書またはプライベート CA 署名証明書
はサポートされていません。

大規模なデータセットの再インデックスを行う
リモート再インデックスは、次のデフォルト値を使用してソースドメインにスクロールリクエストを送信
します。
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• 5 分の検索コンテキスト
• 30 秒のソケットタイムアウト
• 1,000 のバッチサイズ
データに合わせてこれらのパラメータを調整することをお勧めします。大きなドキュメントの場合は、
バッチサイズを小さくするか、タイムアウトを長くするかを検討してください。詳細については、「スク
ロール検索」を参照してください。
POST _reindex?pretty=true&scroll=10h&wait_for_completion=false
{
"source": {
"remote": {
"host": "https://source-domain-endpoint:443",
"socket_timeout": "60m"
},
"size": 100,
"index": "source_index"
},
"dest": {
"index": "target_index"
}
}

パフォーマンスを向上させるために、ターゲットインデックスに次の設定を追加することもお勧めしま
す。
PUT target_index
{
"settings": {
"refresh_interval": -1,
"number_of_replicas": 0
}
}

再インデックスプロセスが完了したら、目的のレプリカの数を設定し、更新間隔の設定を削除できます。
クエリを介して選択したドキュメントのサブセットのみの再インデックスを行うには、次のリクエストを
ターゲットドメインに送信します。
POST _reindex
{
"source": {
"remote": {
"host": "https://source-domain-endpoint:443"
},
"index": "remote_index",
"query": {
"match": {
"field_name": "text"
}
}
},
"dest": {
"index": "target_index"
}
}

リモート再インデックスはスライスをサポートしていないため、同じリクエストに対して複数のスクロー
ルオペレーションを並行して実行することはできません。
API バージョン 2015-01-01
332

Amazon OpenSearch Service デベロッパーガイド
リモート再インデックス設定

リモート再インデックス設定
OpenSearch Service では、標準の再インデックスオプションに加えて、次のオプションをサポートしてい
ます。
オプション

有効な値

説明

必須

外部

ブール値

ソースドメインが
OpenSearch Service ド
メインでない場合か、
または 2 つの VPC ド
メイン間でインデッ
クスを再作成する場合
は、true のように指定
します。

なし

region

文字列

ソースドメインが別の
リージョンにある場合
は、リージョン名を指
定します。

なし

Data Streams を用いた Amazon OpenSearch
Service での時系列データの管理
時系列データを管理する一般的なワークフローには、ロールオーバーインデックスエイリアスの作成、書
き込みインデックスの定義、バッキングインデックスの共通のマッピングと設定の定義など、複数の手順
が含まれます。
Amazon OpenSearch Service の Data Streams は、この初期設定プロセスを簡素化するのに役立ちま
す。Data Streams は、通常は追加のみであるアプリケーションログなどの時間ベースのデータに対してす
ぐに機能します。
Data Streams には OpenSearch 1.0 以降が必要です。この機能の詳細なドキュメントは、「OpenSearch
のドキュメント」で参照できます。

Data Streams の使用開始
データストリームは、内部的に複数のバッキングインデックスで構成されます。検索リクエストはすべて
のバッキングインデックスにルーティングされますが、インデックス作成リクエストは最新の書き込みイ
ンデックスにルーティングされます。

ステップ 1: インデックステンプレートを作成する
データストリームを作成するには、まずインデックスのセットをデータストリームとして設定するイン
デックステンプレートを作成する必要があります。data_stream オブジェクトは、通常のインデックス
テンプレートではなくデータストリームであることを示します。インデックスパターンは、次のデータス
トリームの名前と一致します。
PUT _index_template/logs-template
{
"index_patterns": [
"my-data-stream",
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"logs-*"
],
"data_stream": {},
"priority": 100

この場合、取り込まれた各ドキュメントには @timestamp フィールドがある必要があります。また、独自
のカスタムタイムスタンプフィールドを data_stream オブジェクトのプロパティとして定義できます。
PUT _index_template/logs-template
{
"index_patterns": "my-data-stream",
"data_stream": {
"timestamp_field": {
"name": "request_time"
}
}
}

ステップ 2: データストリームの作成
インデックステンプレートを作成したら、データストリームを作成せずにデータの取り込みを直接開始で
きます。
data_stream オブジェクトと一致するインデックステンプレートがあるので、OpenSearch は自動的に
データストリームを作成します。
POST logs-staging/_doc
{
"message": "login attempt failed",
"@timestamp": "2013-03-01T00:00:00"
}

手順 3: データストリームにデータを取り込む
データストリームにデータを取り込むには、通常のインデックス API を使用できます。インデックスを
作成するすべてのドキュメントにタイムスタンプフィールドがあることを確認します。タイムスタンプ
フィールドのないドキュメントを取り込もうとすると、エラーが発生します。
POST logs-redis/_doc
{
"message": "login attempt",
"@timestamp": "2013-03-01T00:00:00"
}

ステップ 4: データストリームの検索
通常のインデックスやインデックスエイリアスを検索するのと同じように、データストリームを検索でき
ます。検索オペレーションは、すべてのバッキングインデックス (ストリーム内に存在するすべてのデー
タ) に適用されます。
GET logs-redis/_search
{
"query": {
"match": {
"message": "login"
}
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}

}

手順 5: データストリームのロールオーバー
インデックスステート管理 (ISM) (p. 312) ポリシーをセットアップして、データストリームのロールオー
バープロセスを自動化できます。ISM ポリシーは、作成時にバッキングインデックスに適用されます。ポ
リシーをデータストリームに関連付けると、そのデータストリームの将来のバッキングインデックスにの
み影響します。また、rollover_alias 設定を提供する必要はありません。ISM ポリシーがバッキング
インデックスからこの情報を推測するからです。

Note
バッキングインデックスをコールドストレージ (p. 301)にロールオーバーする場
合、OpenSearch はこのインデックスをデータストリームから削除します。インデックスを
UltraWarm (p. 292) に戻しても、インデックスは元のデータストリームの一部ではなく、独立し
たままです。

ステップ 6: OpenSearch Dashboards で Data Streams を管理す
る
OpenSearch Dashboards から Data Streams を管理するには、[OpenSearch Dashboards] を開き、[イン
デックス管理] を選択し、[インデックス] または [ポリシーマネージドインデックス] を選択します。

ステップ 7: データストリームを削除する
削除オペレーションは、まずデータストリームのバッキングインデックスを削除してから、データスト
リーム自体を削除します。
データストリームとその非表示のバッキングインデックスすべてを削除するには、次の手順に従います。
DELETE _data_stream/name_of_data_stream
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Amazon OpenSearch サービスでの
データのモニタリング
アラートと異常検出を用いて Amazon OpenSearch Service 内のデータの積極的なモニタリングを行いま
す。アラートをセットアップして、データが特定のしきい値を超えたときに通知を受信します。異常検出
では、機械学習の使用により、ストリーミングデータ内の異常値が自動的に検出されます。異常検出とア
ラートを組み合わせると、異常が検出された場合にすぐに通知を受けることができます。
トピック
• Amazon OpenSearch Service でのアラートの設定 (p. 336)
• Amazon OpenSearch Service での異常検出 (p. 339)

Amazon OpenSearch Service でのアラートの設定
1 つ以上のインデックスのデータが特定の条件を満たしたときに、それが通知されるように Amazon
OpenSearch Service でアラートを設定します。例えば、アプリケーションで 1 時間に 5 つを超える HTTP
503 エラーが記録された場合に E メールが届くようにしたり、過去 20 分以内に新しいドキュメントにイ
ンデックスが付けられなかった場合にデベロッパーに連絡したりできます。
アラートには OpenSearch または Elasticsearch 6.2 以降が必要です。API の説明を含む完全なドキュメン
トについては、OpenSearch ドキュメント を参照してください。このトピックでは、OpenSearch Service
でのアラートの相違点をオープンソースバージョンと比較します。

アラートを開始するには
1.

OpenSearch Dashboards のメインメニューからアラートを選択します。

2.

アラートの送信先を設定します。Slack、Amazon Chime、カスタム webhook、Amazon SNS のい
ずれかを選択します。ご想像のとおり、通知には送信先への接続が必要です。例えば、OpenSearch
Service ドメインは、Slack チャンネルに通知したり、カスタム webhook をサードパーティーのサー
バーに送信したりするためにインターネットに接続できる必要があります。OpenSearch Service ドメ
インがカスタム webhook にアラートを送信するには、カスタム webhook にパブリック IP アドレスが
必要です。

3.

モニターは、視覚的、クエリの使用、または異常ディテクターの使用の 3 つの方法のいずれかで作成
します。

4.

モニターをトリガーする条件を定義します。

5.

(オプション) 1 つ以上のアクションをモニターに追加します。

Tip
アクションが正常にメッセージを送信した後、そのメッセージへのアクセスの保護 (Slack
チャネルへのアクセスなど) はユーザーの責任となります。ドメインに機密データが含まれて
いる場合は、アクションなしでトリガーを使用し、Dashboards でアラートを定期的にチェッ
クすることを検討してください。
詳細なステップについては、OpenSearch ドキュメントのモニターを参照してください。
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違い
オープンソースバージョンの OpenSearch と比較して、Amazon OpenSearch Service でのアラートにはい
くつかの顕著な違いがあります。

Amazon SNS のサポート
OpenSearch Service は、通知について Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) をサポー
トしています。統合とは、標準の送信先 (Slack、カスタム webhook、および Amazon Chime) に加え
て、E メールを送信したり、テキストメッセージを出力したり、さらには SNS トピックを使用して AWS
Lambda 機能を実行したりできることを意味します。Amazon SNS の詳細については、Amazon Simple
Notification Service デベロッパーガイドを参照してください。

送信先として Amazon SNS を追加するには
1.

OpenSearch Dashboards のメインメニューからアラートを選択します。

2.

[送信先] タブに進み、[送信先を追加] を選択します。

3.

送信先の一意の名前を指定します。

4.

[タイプ] で、[Amazon SNS] を選択します。

5.

SNS トピックの ARN を入力します。

6.

以下の信頼関係とアクセス許可 (最小) を持つアカウント内の IAM ロールの ARN を入力します。
信頼関係
{

}

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

「混乱した代理」問題に対して自分を守るために aws:SourceAccount および aws:SourceArn
条件キーを使用することをお勧めします。ソースアカウントはドメインの所有者であり、ソース
ARN はドメインの ARN です。これらの条件キーを追加するには、ドメインがサービスソフトウェア
R20211203 以降にある必要があります。
例えば、次の条件ブロックを信頼ポリシーに追加できます。
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:SourceAccount": "account-id"
},
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": "arn:aws:es:region:account-id:domain/domain-name"
}
}

アクセス許可
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
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"Effect": "Allow",
"Action": "sns:Publish",
"Resource": "sns-topic-arn"

}

}]

詳細については、IAM ユーザーガイドの IAM ID アクセス許可の追加を参照してください。
7.

[Create] を選択します。

アラート設定
OpenSearch Service では、次のアラート設定を変更できます。
• plugins.scheduled_jobs.enabled
• plugins.alerting.alert_history_enabled
• plugins.alerting.alert_history_max_age
• plugins.alerting.alert_history_max_docs
• plugins.alerting.alert_history_retention_period
• plugins.alerting.alert_history_rollover_period
• plugins.alerting.filter_by_backend_roles
他のすべての設定では、変更できないデフォルト値が使用されます。
アラートを無効にするには、次のリクエストを送信します。
PUT _cluster/settings
{
"persistent" : {
"plugins.scheduled_jobs.enabled" : false
}
}

次のリクエストでは、デフォルトでの 30 日後ではなく、7 日後に履歴インデックスを自動的に削除するよ
うにアラートを設定します。
PUT _cluster/settings
{
"persistent": {
"plugins.alerting.alert_history_retention_period": "7d"
}
}

以前にモニターを作成したことがあり、日次アラートインデックスの作成を停止する場合は、すべてのア
ラート履歴インデックスを削除します。
DELETE .plugins-alerting-alert-history-*

履歴インデックスのシャード数を減らすには、インデックステンプレートを作成します。次のリクエスト
は、1 つのシャードと 1 つのレプリカにアラートを送信するための履歴インデックスを設定します。
PUT _index_template/template-name
{
"index_patterns": [".opendistro-alerting-alert-history-*"],
"template": {
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}

}

"settings": {
"number_of_shards": 1,
"number_of_replicas": 1
}

データ損失の許容値によっては、ゼロレプリカの使用を検討することもできます。インデックステンプ
レートの作成と管理の詳細については、OpenSearch ドキュメントのインデックステンプレートを参照し
てください。

アラートの許可
アラートはきめ細かなアクセスコントロール (p. 152)をサポートしています。ユースケースに適合する許
可のミキシングとマッチングの詳細については、OpenSearch ドキュメントのアラートセキュリティを参
照してください。

Amazon OpenSearch Service での異常検出
Amazon OpenSearch Service の異常検出機能は、ランダムカットフォレスト (RCF) アルゴリズムを使用
して、ほぼリアルタイムで OpenSearch データ内の異常を自動的に検出します。RCFは、受信データスト
リームのスケッチをモデル化する教師なしの機械学習アルゴリズムです。このアルゴリズムにより、受信
データポイントごとに、anomaly grade および confidence score の値が計算されます。異常検出
は、これらの値を使用して、データの通常の変動と異常を区別します。
異常検出プラグインと the section called “アラート” (p. 336) プラグインを組み合わせると、異常が検出
された場合にすぐに通知を受けることができます。
異常検出は、OpenSearch バージョンまたは Elasticsearch 7.4 以降を実行しているドメインで使用できま
す。t2.micro と t2.small を除くすべてのインスタンスタイプで、異常検出がサポートされています。
詳細な手順や API の説明など、異常検出の完全なドキュメントについては、OpenSearch のドキュメン
トを参照してください。

前提条件
異常検出には、次のような前提条件があります。
• 異常検出には OpenSearch または Elasticsearch 7.4 以降が必要です。
• 異常検出では、きめ細かなアクセスコントロール (p. 152)を Elasticsearch バージョン 7.9 以降とすべ
てのバージョンの OpenSearch で利用できます。Elasticsearch 7.9 より前のバージョンでは、ディテク
ターを作成、表示、管理できるのは管理者ユーザーのみです。
• ドメインできめ細かなアクセスコントロールを使用する場合、管理者以外のユーザーは、ディテクター
を表示するには OpenSearch Dashboards の anomaly_read_access ロールに、またはディテクター
を作成および管理するには anomaly_full_access にマッピング (p. 161)されている必要がありま
す。

異常検出の開始方法
開始するには、OpenSearch Dashboards で [異常検出] を選択します。

ステップ 1: ディテクターを作成する
ディテクターは、個別の異常検出タスクです。複数のディテクターを作成し、すべてのディテクターを同
時に実行すると、それぞれ別々のソースからのデータを分析できます。
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ステップ 2: ディテクターに機能を追加する
機能とは、異常をチェックするインデックス内のフィールドを指します。ディテクターでは、1 つ以
上の機能について異常を検出できます。機能ごとに、以下の集計の 1 つを選択する必要があります:
average()、sum()、count()、min()、または max()。

Note
count() の集計方法は、OpenSearch および Elasticsearch 7.7 以降でのみ利用できま
す。Elasticsearch 7.4では、次のようなカスタム式を使用します。
{

}

"aggregation_name": {
"value_count": {
"field": "field_name"
}
}

集計方法によって、検出される異常の性質も異なります。例えば、min() を選択した場合、ディテクター
は機能の最小値に基づいて異常を検出します。average() を選択した場合、ディテクターは機能の平均
値に基づいて異常を検出します。ディテクターごとに追加できる機能は、最大 5 つです。
以下のオプション設定を指定できます（Elasticsearch 7.7 以降で使用可能）。
• Category field (カテゴリフィールド) - IPアドレス、製品 ID、国コードなどのディメンションでデータを
分類またはスライスします。
• Window size (ウィンドウサイズ) - 検出ウィンドウで考慮するデータストリームからの集計間隔の数を設
定します。
機能を設定したならば、サンプルの異常をプレビューし、必要に応じて機能の設定を調整します。
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ステップ 3: 結果を観察する
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• Live anomalies (ライブ異常) - 過去 60 間隔のライブ異常結果を表示します。たとえば、間隔を 10 に設
定すると、過去 600 分間の結果が表示されます。このグラフは 30 秒ごとに更新されます。
• Anomaly history (異常履歴) - 対応する測定指標とともに、異常の等級を示します。
• Feature breakdown (機能分類) - 集計方法に基づいて機能を分類します。ディテクターの日時の範囲は変
更できます。
• Anomaly occurrence (異常出現) - 検出された各異常の Start time、End time、Data
confidence、および Anomaly grade を示します。
カテゴリフィールドを設定すると、異常エンティティの結果を関連付ける、追加のヒートマップチャー
トが表示されます。塗りつぶされた長方形を選択すると、異常のより詳細なビューが表示されます。

ステップ 4: アラートのセットアップ
異常が検出されたときに通知を受け取るためのモニターを作成するには、[アラートのセットアップ] を選
択します。プラグインにより、アラートを設定できる [モニターの追加] ページにリダイレクトされます。

チュートリアル: 異常検出で高い CPU 使用率を検出す
る
このチュートリアルでは、高い CPU 使用率を検出するために Amazon OpenSearch Service で異常ディ
テクターを作成する方法を示します。OpenSearch Dashboards を使用して、CPU 使用率をモニタリング
し、CPU 使用率が指定されたしきい値を超えたときにアラートを生成するようにディテクターを設定しま
す。

Note
これらのステップは最新バージョンの OpenSearch に適用され、過去のバージョンでは少し異な
る場合があります。

前提条件
• Elasticsearch 7.4 以降、または OpenSearch の任意のバージョンを実行する OpenSearch Service ドメ
インが必要です。
• CPU 使用率データを含むアプリケーションログファイルをクラスターに取り込む必要があります。

ステップ 1: ディテクターを作成する
まず、CPU 使用率データの異常を識別するディテクターを作成します。
1.

OpenSearch Dashboards の左側のパネルメニューを開き、[Anomaly Detection] (異常検出) を選択し
てから、[Create detector] (ディテクターを作成) を選択します。

2.

ディテクターに high-cpu-usage という名前を付けます。
データソース用に、異常を特定する CPU 使用率ログファイルを含むインデックスを選択します。

3.
4.

データの [Timestamp field] (Timestamp フィールド) を選択します。必要に応じて、データフィルター
を追加できます。このデータフィルターは、データソースのサブセットのみを分析し、無関係なデー
タのノイズを低減します。

5.

[Detector interval] (ディテクターの間隔) を 2 分に設定します。この間隔は、ディテクターがデータを
収集する時間 (1 分単位) を定義します。
[Window delay] (ウィンドウの遅延) で、[1-minute] (1 分間) の遅延を追加します。この遅延により、
ウィンドウ内のすべてのデータが確実に存在しているようにするために、処理時間が長くなります。

6.
7.

[Next] を選択します。異常検出ダッシュボードで、ディテクター名の下にある [Configure model] (モ
デルを設定) を選択します。
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8.

[Feature name] (機能名) で、max_cpu_usage を入力します。[Feature state] (機能の状態)
で、[Enable feature] (機能を有効にする) を選択します。

9.

[Find anomalies based on] (次に基づいて異常を検索) で、[Field value] (フィールド値) を選択します。

10. [Aggregation method] (集計方法) で、[max()] を選択します。
11. [Field] (フィールド) で、異常をチェックするデータ内のフィールドを選択します。例え
ば、cpu_usage_percentage と呼ばれることがあります。
12. 他のすべての設定をデフォルトのままにして、[Next] (次へ) を選択します。
13. ディテクタージョブの設定を無視して、[Next] (次へ) を選択します。
14. ポップアップウィンドウで、(自動または手動で) ディテクターをいつ開始するかを選択し、[Confirm]
(確認) を選択します。
これでディテクターが設定され、初期化された後に、ディテクターパネルの [Real-time results] (リアルタ
イム結果) セクションで CPU 使用率のリアルタイム結果を確認できるようになります。[Live anomalies]
(ライブ異常) セクションには、データがリアルタイムで取り込まれているときに発生する異常が表示され
ます。

ステップ 2: アラートを設定する
ディテクターを作成したので、ディテクター設定で指定された条件を満たす CPU 使用率を検出した場合
に Slack にメッセージを送信するよう促すアラートを呼び出すモニターを作成します。1 つ以上のイン
デックスのデータがアラートを呼び出す条件を満たすと、Slack の通知が届きます。
1. OpenSearch Dashboards の左側のパネルメニューを開き、[Alerting] (アラート) を選択してか
ら、[Create monitor] (モニターを作成) を選択します。
2. モニターの名前を指定します。
3. [Monitor type] (モニターの種類) で、[Per-query monitor] (クエリごとのモニター) を選択します。クエリ
ごとのモニターは、指定されたクエリを実行し、トリガーを定義します。
4. [Monitor defining method] (モニタリングの定義方法) で [Anomaly detector] (異常ディテクター) を選択
し、前のセクションで作成したディテクターを [Detector] (ディテクター) ドロップダウン メニューから
選択します。
5. [Schedule] (スケジュール) で、モニターがデータを収集する頻度とアラートを受け取る頻度を選択しま
す。このチュートリアルでは、7 分ごとに実行するようにスケジュールを設定します。
6. [Triggers] (トリガー) セクションで、[Add trigger] (トリガーを追加) を選択します。[Trigger name] (トリ
ガー名) で、High CPU usage を入力します。このチュートリアルでは、[Severity level] (重大度レベ
ル) で、最高レベルの重大度である [1] を選択します。
7. [Anomaly grade threshold] (異常グレードのしきい値) で、[IS ABOVE] (超える) を選択します。その下の
メニューで、適用するグレードしきい値を選択します。このチュートリアルでは、[Anomaly grade] (異
常グレード) を [0.7] に設定します。
8. [Anomaly confidence threshold] (異常の信頼度のしきい値) で、[IS ABOVE] (超える) を選択します。そ
の下のメニューで、[Anomaly grade] (異常グレード) と同じ数値を入力します。このチュートリアルで
は、[Anomaly confidence threshold] (異常の信頼度のしきい値) を [0.7] に設定します。
9. [Actions] (アクション) セクションで、[Destination] (宛先) を選択します。[Name] (名前) フィールドで、
宛先の名前を選択します。[Type] (タイプ) メニューで、[Slack] を選択します。[Webhook URL] (ウェブ
フック URL) フィールドで、アラートを受信するウェブフック URL を入力します。詳細については、
「Sending messages using incoming webhooks」(着信ウェブフックを使用したメッセージの送信) を参
照してください。
10.[Create] を選択します。

関連リソース
• Amazon OpenSearch Service でのアラートの設定 (p. 336)
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• Amazon OpenSearch Service での異常検出 (p. 339)
• 異常検出 API
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Amazon OpenSearch Service の可観
測性
Amazon OpenSearch Service 用 OpenSearch ダッシュボードのデフォルトインストールに
は、Observability プラグインが含まれています。このプラグインを使用すると、パイプ処理言語 (PPL) を
使用してデータ駆動型イベントを視覚化し、OpenSearch に格納されているデータを探索、検出、クエリ
できます。このプラグインには OpenSearch 1.2 以降が必要です。
可観測性プラグインは、一般的なデータソースからメトリクス、ログ、トレースを収集およびモニタリン
グするための統合エクスペリエンスを提供します。データ収集と監視を 1 か所で行うことで、インフラス
トラクチャ全体のフルスタックのエンドツーエンドのモニタリングが可能になります。k-NN プラグインの
詳細なドキュメントは、OpenSearch ドキュメントに含まれています。
データを探索するプロセスはユーザーごとに異なります。データの探索と可視化の作成を初めて行う場合
は、次のようなワークフローを試すことをお勧めします。

イベント分析でのデータの探索
OpenSearch Service のドメインで航空便のデータを収集し、先月ピッツバーグ国際空港に到着した便が最
も多い航空会社を探す場合を考えてみます。次の PPL クエリを記述します。
source=opensearch_dashboards_sample_data_flights |
stats count() by Dest, Carrier |
where Dest = "Pittsburgh International Airport"

このクエリは、opensearch_dashboards_sample_data_flights という名前のインデックスから
データを取り出します。次に、クエリは stats コマンドを使用して便の総数を取得し、目的地の空港と航
空会社に従ってグループ化します。最後に、where 句を使用して、ピッツバーグ国際空港に到着する便の
結果がフィルターされます。
先月のデータは次のようになります。
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クエリエディタの PPL ボタンを選択すると、各 PPL コマンドの使用方法と例が表示されます。

便の遅延に関する情報をクエリする複雑な例を見てみましょう。
source=opensearch_dashboards_sample_data_flights |
where FlightDelayMin > 0 |
stats sum(FlightDelayMin) as minimum_delay, count() as total_delayed by Carrier, Dest |
eval avg_delay=minimum_delay / total_delayed |
sort - avg_delay

クエリの各コマンドは、最終出力に影響します。
• source=opensearch_dashboards_sample_data_flights - 前の例と同じインデックスからデー
タを取り出します
• where FlightDelayMin > 0 - 遅延した便でデータをフィルターします
• stats sum(FlightDelayMin) as minimum_delay, count() as total_delayed by
Carrier - 各航空会社について、合計最小遅延時間と遅延便の合計数を取得します
• eval avg_delay=minimum_delay / total_delayed - 最小遅延時間を遅延便の総数で除算し、各
航空会社の平均遅延時間を計算します
• sort - avg_delay - 結果を平均遅延で降順でソートします
このクエリを使用すると、OpenSearch Dashboards Airlines で (平均) 遅延が少ないことが判断できます。

その他のサンプル PPL クエリについては、イベント分析ページの「Queries and Visualizations」(クエリと
可視化) を参照してください。
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可視化の作成
関心のあるデータを正しくクエリしたら、これらのクエリを可視化として保存できます。

次に、これらの可視化をオペレーションパネルに追加して、さまざまなデータを比較します。ノートブッ
クを活用して、チームメンバーと共有できるさまざまな可視化とコードブロックを組み合わせます。

トレース分析による詳細な分析
トレース分析 (p. 347)では、OpenSearch データ内のイベントのフローを可視化して、分散アプリケー
ションのパフォーマンスの問題を特定して修正することができます

Amazon OpenSearch Service のトレース分析
OpenSearch Observability プラグインの一部であるトレース分析を使用して、分散アプリケーションから
のトレースデータを分析できます。ISM では、OpenSearch または Elasticsearch 7.9 以降が必要です。
分散アプリケーションでは、ユーザーがボタンをクリックするなどの単一のオペレーションで、一連の拡
張イベントをトリガーできます。例えば、アプリケーションのフロントエンドがバックエンドサービスを
呼び出し、バックエンドサービスはデータベースのクエリを実行し、クエリを処理して結果を返します。
次に、最初のバックエンドサービスがフロントエンドに確認を送信し、フロントエンドは UI を更新しま
す。
トレース分析を使用すると、このイベントのフローを可視化し、パフォーマンスの問題を特定できます。
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前提条件
トレース分析では、計測をアプリケーションに追加し、OpenTeleMetry がサポートするライブラ
リ (Jaeger や Zipkin など) を使用してトレースデータを生成します。このステップは、OpenSearch
Service の外部で完全に実行されます。「AWS Distro for OpenTelemetry ドキュメント」に
は、Java、Python、Go、JavaScript など、開始するのに役立つ多くのプログラミング言語のアプリケー
ション例が含まれています。
アプリケーションに計測を追加すると、OpenTelemetry Collector は、アプリケーションからデータを受け
取り、OpenTelemetry データにそれをフォーマットします。「GitHubでのレシーバーのリスト」を参照し
てください。AWSOpenTelemetry の分散には、[AWS X-Ray のレシーバー] が含まれます。
最後に、Data Prepper は、独立した OpenSearch コンポーネントであり、OpenSearch で使用するために
その OpenTelemetry データをフォーマットします。Data Prepper は、Logstash と同様に、OpenSearch
Service クラスターの外部のマシン上で実行されます。
データのエンドツーエンドのフローを示す Docker Compose ファイルについては、「OpenSearch ドキュ
メント」を参照してください。

OpenTelemetry Collector の設定例
Data Prepper とともに OpenTelemetry Collector を使用するには、次の設定例を試してください。
receivers:
jaeger:
protocols:
grpc:
otlp:
protocols:
grpc:
zipkin:
exporters:
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otlp/data-prepper:
endpoint: data-prepper-host:21890
insecure: true
service:
pipelines:
traces:
receivers: [jaeger, otlp, zipkin]
exporters: [otlp/data-prepper]

Data Prepper の設定例:
OpenSearch Service ドメインにトレースデータを送信するには、以下のサンプル設定ファイルを試してく
ださい。
data-prepper-config.yaml
ssl: true
keyStoreFilePath: "/usr/share/data-prepper/keystore.jks" # required if ssl is true
keyStorePassword: "password" # optional, defaults to empty string
privateKeyPassword: "other_password" # optional, defaults to empty string
serverPort: 4900 # port for administrative endpoints, default is 4900

pipelines.yaml
entry-pipeline:
# Workers is the number of application threads.
# Try setting this value to the number of CPU cores on the machine.
# We recommend the same number of workers for all pipelines.
workers: 4
delay: "100" # milliseconds
source:
otel_trace_source:
ssl: true
sslKeyCertChainFile: "config/demo-data-prepper.crt"
sslKeyFile: "config/demo-data-prepper.key"
buffer:
bounded_blocking:
# Buffer size is the number of export requests to hold in memory.
# We recommend the same value for all pipelines.
# Batch size is the maximum number of requests each worker thread processes within
the delay.
# Keep buffer size >= number of workers * batch size.
buffer_size: 1024
batch_size: 256
sink:
- pipeline:
name: "raw-pipeline"
- pipeline:
name: "service-map-pipeline"
raw-pipeline:
workers: 4
# We recommend the default delay for the raw pipeline.
delay: "3000"
source:
pipeline:
name: "entry-pipeline"
prepper:
- otel_trace_raw_prepper:
buffer:
bounded_blocking:
buffer_size: 1024
batch_size: 256
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sink:
- opensearch:
hosts: ["https://domain-endpoint"]
# # Basic authentication
# username: "ta-user"
# password: "ta-password"
# IAM signing
aws_sigv4: true
aws_region: "us-east-1"
trace_analytics_raw: true
service-map-pipeline:
workers: 4
delay: "100"
source:
pipeline:
name: "entry-pipeline"
prepper:
- service_map_stateful:
buffer:
bounded_blocking:
buffer_size: 1024
batch_size: 256
sink:
- opensearch:
hosts: ["https://domain-endpoint"]
# # Basic authentication
# username: "ta-user"
# password: "ta-password"
# IAM signing
aws_sigv4: true
aws_region: "us-east-1"
trace_analytics_service_map: true

• IAM 署名では、AWS CLI を使用して aws configure を実行し、認証情報を設定します。
• 内部ユーザーデータベースとともにきめ細かなアクセスコントロール (p. 152)を使用する場合は、代わ
りに基本認証行を使用します。
ドメインできめ細かなアクセスコントロールを使用する場合、Data Preper のユーザーまたはロールを
all_access ロール (p. 165)にマッピングする必要があります。
ドメインがきめ細かなアクセスコントロールを使用しない場合、Data Prepper のユーザーまたはロールに
は、インデックスステート管理 (ISM) ポリシーにアクセスしてクラスター設定を取得するための許可とと
もに、複数のインデックスとテンプレートに対する書き込みアクセス許可が必要です。次のポリシーは、
必要な許可を示しています。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/data-prepper-sink-user"
},
"Action": "es:ESHttp*",
"Resource": [
"arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/domain-name/otel-v1*",
"arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/domain-name/_template/otel-v1*",
"arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/domain-name/_plugins/_ism/policies/rawspan-policy",
"arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/domain-name/_alias/otel-v1*"
]
},
{
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}

]

}

"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/data-prepper-sink-user"
},
"Action": "es:ESHttpGet",
"Resource": "arn:aws:us-east-1:123456789012:domain/domain-name/_cluster/settings"

Data Preper はポート 21890 を使用してデータを受け取り、それは OpenTelemetry Collector と
OpenSearch クラスターの両方に接続できる必要があります。パフォーマンスチューニングでは、マシン
の Java 仮想マシン (JVM) ヒープサイズとともに、設定ファイルのワーカー数とバッファ設定を調整しま
す。
Data Prepper の完全なドキュメントは、「OpenSearch ドキュメント」で入手できます。便宜
上、Amazon EC2 インスタンスに Data Prepper をインストールする AWS CloudFormation テンプレー
トもご用意しています。

トレースデータの探索
Dashboards ビューでは、HTTP メソッドとパス別にトレースをグループ化して、特定のオペレーションに
関連付けられた平均レイテンシー、エラー率、傾向を確認できるようにします。より焦点を絞ったビュー
については、トレースグループ名でフィルタリングを試みてください。

トレースグループを構成するトレースをドリルダウンするには、右側の列でトレースの数を選択します。
次に、詳細な概要については、個々のトレースを選択します。
Services ビューでは、アプリケーション内のすべてのサービスと、さまざまなサービスが相互に接続する
方法を示す対話型マップを一覧表示します。ダッシュボード (オペレーションごとに問題を特定するのに
役立つ) とは対照的に、サービスマップはサービスごとに問題を特定するのに役立ちます。エラー率また
はレイテンシーでソートを試みて、アプリケーションの潜在的な問題領域を把握してください。
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パイプ処理言語を使用した Amazon OpenSearch
Service データのクエリ
パイプ処理言語 (PPL) とは、パイプ (|) 構文を使用して、Amazon OpenSearch Service に保存されたデー
タのクエリを行うことができるクエリ言語です。
PPL 構文は、パイプ文字 (|) で区切られているコマンドで構成されており、データは各パイプラインを左
から右に流れます。例えば、HTTP 403 または 503 エラーのあるホストの数を調べ、ホストごとに集計
し、影響順に並べ替える PPL 構文は、次のとおりです。
source = dashboards_sample_data_logs | where response='403' or response='503' | stats
count(request) as request_count by host, response | sort -request_count

PPLには、OpenSearch または Elasticsearch 7.9 以降が必要です。詳細な手順とコマンドの説明は、
「OpenSearch ドキュメント」を参照してください。
開始するには、OpenSearch Dashboards の [クエリワークベンチ] を開き、[PPL] を選択します。bulk オ
ペレーションを使用して、いくつかのサンプルデータのインデックスを作成します。

PUT accounts/_bulk?refresh
{"index":{"_id":"1"}}
{"account_number":1,"balance":39225,"firstname":"Amber","lastname":"Duke","age":32,"gender":"M","addres
Holmes
Lane","employer":"Pyrami","email":"amberduke@pyrami.com","city":"Brogan","state":"IL"}
{"index":{"_id":"6"}}
{"account_number":6,"balance":5686,"firstname":"Hattie","lastname":"Bond","age":36,"gender":"M","addres
Bristol
Street","employer":"Netagy","email":"hattiebond@netagy.com","city":"Dante","state":"TN"}
{"index":{"_id":"13"}}
{"account_number":13,"balance":32838,"firstname":"Nanette","lastname":"Bates","age":28,"gender":"F","ad
Mady Street","employer":"Quility","city":"Nogal","state":"VA"}
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{"index":{"_id":"18"}}
{"account_number":18,"balance":4180,"firstname":"Dale","lastname":"Adams","age":33,"gender":"M","addres
Hutchinson Court","email":"daleadams@boink.com","city":"Orick","state":"MD"}

次の例は、18 より大きい age を持つアカウントインデックス内のドキュメントの firstname および
lastname フィールドを返します。
search source=accounts | where age > 18 | fields firstname, lastname

レスポンス例
ID

firstname

lastname

0

Amber

Duke

1

Hattie

Bond

2

Nanette

Bates

3

Dale

Adams

search、where、fields、rename、dedup、stats、sort、eval、head、top、および rare のよ
うな読み取り専用コマンドの完全なセットを使用することができます。各コマンドの説明と例について
は、「コマンド」を参照してください。
PPL プラグインは、数学、三角法、日付時刻、文字列、集計、アドバンスト演算子および式を含むすべて
の SQL 関数をサポートします。詳細については、「関数」を参照してください。
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Amazon OpenSearch Service の運用
上のベストプラクティス
この章では、Amazon OpenSearch Service ドメインを運用する際のベストプラクティスと、多くのユース
ケースに適用される一般的なガイドラインを提供します。各ワークロードは一意で、固有の特性があるた
め、すべてのユースケースに完全に適した一般的な推奨事項はありません。最も重要なベストプラクティ
スは、ドメインを連続的なサイクルでデプロイ、テスト、調整して、ワークロードに最適な設定、安定
性、およびコストを見つけることです。
トピック
• モニタリングとアラート (p. 354)
• シャード戦略 (p. 355)
• 安定性 (p. 356)
• パフォーマンス (p. 360)
• セキュリティ (p. 361)
• コスト最適化 (p. 362)
• Amazon OpenSearch Service ドメインのサイジング (p. 363)
• Amazon OpenSearch Service 用ペタバイトスケール (p. 366)
• Amazon OpenSearch Service の専用マスターノード (p. 367)
• Amazon OpenSearch Service で推奨される CloudWatch アラーム (p. 370)

モニタリングとアラート
次のベストプラクティスは、OpenSearch Service ドメインのモニタリングに適用されます。

CloudWatch アラームを設定する
OpenSearch Service は Amazon CloudWatch にパフォーマンスメトリクスを発行します クラスターとイ
ンスタンスのメトリクス (p. 70)を定期的に確認し、ワークロードのパフォーマンスに基づいて推奨される
CloudWatch アラーム (p. 370)を設定します。

ログの発行を有効にする
OpenSearch Service は、OpenSearch エラーログ、検索スローログ、インデックス作成スローログ、お
よび監査ログを Amazon CloudWatch Logs に発行します。検索スローログ、インデックス作成スローロ
グ、およびエラーログは、パフォーマンスと安定性の問題のトラブルシューティングに役立ちます。きめ
細かいアクセスコントロール (p. 152)を有効にした場合にのみ使用できる監査ログは、ユーザーアクティ
ビティを追跡します。詳細については、OpenSearch ドキュメントの「ログ」を参照してください。
検索スローログとインデックス作成スローログは、検索およびインデックス作成オペレーションのパ
フォーマンスを理解し、トラブルシューティングするための重要なツールです。すべての本番ドメイン
のために、検索およびインデックスの低速ログ配信を有効にします (p. 96)。ログ記録のしきい値も設
定 (p. 100)する必要があります。設定しない場合、CloudWatch はログをキャプチャしません。
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シャード戦略
シャードは、OpenSearch Service ドメイン内のデータノード全体でワークロードを分散します。インデッ
クスを適切に設定すると、ドメイン全体のパフォーマンスを向上させるのに役立ちます。
OpenSearch Service にデータを送信すると、そのデータをインデックスに送信することになります。イ
ンデックスはデータベーステーブルに似ています。ドキュメントが行、フィールドが列に相当します。イ
ンデックスを作成する際に、作成するプライマリシャードの数を OpenSearch に指示します。プライマリ
シャードは、完全なデータセットの独立したパーティションです。OpenSearch Service は、インデックス
のプライマリシャード全体でデータを自動的に分散します。インデックスのレプリカを設定することもで
きます。各レプリカシャードは、そのインデックスのプライマリシャードのコピーの完全なセットで構成
されます。
OpenSearch Service は、クラスター内のデータノード全体で各インデックスのシャードをマッピングしま
す。これにより、インデックスのプライマリシャードとレプリカシャードが別々のデータノードに確実に
存在するようになります。最初のレプリカは、インデックスにデータのコピーが確実に 2 個あるようにし
ます。常に少なくとも 1 個のレプリカを使用する必要があります。追加のレプリカは、さらなる冗長性と
読み取りキャパシティーを提供します。
OpenSearch は、インデックスと検索のリクエストを、リクエスト内のインデックスに属するシャードを
含むすべてのデータノードに送信します。インデックス作成リクエストは、まずプライマリシャードを含
むデータノードに送信され、その後にレプリカシャードを含むデータノードに送信されます。
例えば、5 個のプライマリシャードと 1 個のレプリカがあるインデックスの場合、各インデックス作成リ
クエストは 10 個のシャードを使用します。対照的に、検索クエリは n 個のシャードに送信されます。n は
プライマリシャードの数です。5 個のプライマリシャードと 1 個のレプリカを持つインデックスの場合、
各検索クエリは、そのインデックスの 5 個のシャード (プライマリまたはレプリカ) を使用します。

シャードとデータノード数を決定する
次のベストプラクティスを使用して、ドメインのシャードとデータノード数を決定します。
シャードのサイズ — ディスク上のデータのサイズは、ソースデータのサイズの直接的な結果であり、イン
デックスを作成するデータが増えるにつれて変化します。ソースとインデックスの比率は 1:10 から 10:1
またはそれ以上に大きく変動する可能性がありますが、通常は 1:1.10 前後です。この比率を使用して、
ディスク上のインデックスサイズを予測できます。また、一部のデータにインデックスを付け、実際のイ
ンデックスサイズを取得して、ワークロードの比率を判断することもできます。インデックスのサイズを
予測したら、各シャードが 10～30 GiB (検索ワークロードの場合) または 30～50 GiB (ログワークロード
の場合) になるようにシャード数を設定します。50 GiB が最大になるはずです。増量に備えて準備してお
いてください。
シャード数 — データノードへのシャードの分散は、ドメインのパフォーマンスに大きな影響を与えます。
複数のシャードを持つインデックスがある場合は、シャードがデータノード数の偶数倍になるように試み
ます。これは、シャードがデータノード全体に均等に分散されるようにするのに役立ち、ノードがホット
になるのを防ぎます。例えば、プライマリシャードが 12 個ある場合、データノード数は 2、3、4、6、ま
たは 12 になります。ただし、シャード数よりもシャードサイズの方が重要です。5 GiB のデータがある場
合、1 個のシャードを使用するべきです。
データノードあたりのシャード — ノードが保持できるシャードの総数は、ノードの Java 仮想マシン
(JVM) ヒープメモリに比例します。ヒープメモリの GiB あたりのシャード数が 25 個以下になるように試
みます。例えば、32 GiB のヒープメモリを持つノードのシャード数は 800 個以下である必要があります。
シャードの分散は、ワークロードのパターンに基づいて異なる場合がありますが、シャード数はノードあ
たり 1,000 個という制限があります。cat/allocation API は、シャードの数とデータノード全体のシャード
ストレージの合計のクイックビューを提供します。
シャードと CPU の比率 — シャードがインデックス作成または検索リクエストに関わっている場
合、vCPU を使用してリクエストを処理します。ベストプラクティスとして、シャードあたり 1.5 vCPU
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の初期スケールポイントを使用します。インスタンスタイプに 8 個の vCPUs がある場合は、各ノードの
シャード数が 6 個以下になるようにデータノード数を設定します。これは近似値であることに注意してく
ださい。必ずワークロードをテストし、それに応じてクラスターをスケールしてください。
ストレージボリューム、シャードサイズ、インスタンスタイプに関する推奨事項については、次のリソー
スを参照してください。
• the section called “ドメインのサイジング” (p. 363)
• the section called “ペタバイトスケール” (p. 366)

ストレージスキューを回避する
ストレージスキューは、クラスター内の 1 つ以上のノードが、1 つ以上のインデックスについて、他の
ノードよりも高い割合のストレージを保持している場合に発生します。不均等な CPU 使用率、断続的で
不均等なレイテンシー、データノード全体での不均等なキューイングなどはストレージスキューを示しま
す。スキューの問題があるかどうかを判断するには、次のトラブルシューティング セクションを参照して
ください。
• the section called “ノードシャードとストレージスキュー” (p. 458)
• the section called “インデックスシャードとストレージスキュー” (p. 459)

安定性
次のベストプラクティスは、安定した正常な OpenSearch Service ドメインを維持するために適用されま
す。

OpenSearch で最新の状態に保つ
サービスソフトウェア更新
OpenSearch Service では、機能追加やドメイン強化を行うソフトウェア更新 (p. 29)を定期的に
リリースしています。更新では、OpenSearch または Elasticsearch のエンジンバージョンは変更
されません。DescribeDomain API オペレーションを定期的に実行するようにスケジュールを設定
し、UpdateStatus が ELIGIBLE の場合にサービスソフトウェアの更新を開始することをお勧めしま
す。特定の期間 (通常は 2 週間) 内にドメインを更新しない場合、OpenSearch Service は自動的に更新を
実行します。
OpenSearch のバージョンアップグレード
OpenSearch Service は、コミュニティが維持するバージョンの OpenSearch のサポートを定期的に追加
します。最新の OpenSearch バージョンが利用可能になったら、必ずアップグレードしてください。
OpenSearch Service は、OpenSearch と OpenSearch Dashboards (ドメインがレガシーエンジンを実行
している場合は Elasticsearch と Kibana) の両方を同時にアップグレードします。クラスターに専用マス
ターノードがある場合、アップグレードはダウンタイムなしで完了します。ない場合、クラスターがマ
スターノードを選択している間、アップグレード後数秒間応答しなくなることがあります。OpenSearch
Dashboards は、アップグレードの一部または全期間で使用できなくなる場合があります。
ドメインをアップグレードするには 2 つの方法があります。
• インプレースアップグレード (p. 55) — 同じクラスターを維持するため、このオプションの方が簡単で
す。
• スナップショット/リストアアップグレード (p. 59) — このオプションは、新しいクラスターで新しい
バージョンをテストしたり、クラスター間で移行したりするのに適しています。
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使用するアップグレードプロセスにかかわらず、開発とテスト専用のドメインを維持し、本番ドメインを
アップグレードする前に新しいバージョンにアップグレードすることをお勧めします。テストドメインを
作成するときに、デプロイタイプのために [Development and testing] (開発とテスト) を選択します。ドメ
インのアップグレードの直後に、必ずすべてのクライアントを互換性のあるバージョンにアップグレード
してください。

データをバックアップする
クラスターを復元するため、またはあるクラスターから別のクラスターにデータを移動するために、手動
スナップショットを作成できます。手動スナップショットを開始またはスケジュールする必要がありま
す。スナップショットは、独自の Amazon S3 バケットに保存されます。スナップショットを作成して復
元する手順については、「the section called “インデックススナップショットの作成” (p. 44)」を参照して
ください。

専用マスターノードを有効にする
専用のマスターノード (p. 367)により、クラスターの安定性が向上します。専用マスターノードではク
ラスター管理タスクを実行しますが、インデックスデータは保持せず、クライアントリクエストにも応
答しません。このクラスター管理タスクのオフロードにより、ドメインの安定性が向上し、一部の設定変
更 (p. 22)をダウンタイムなしで行うことができます。
3 つのアベイラビリティーゾーンにまたがるドメインの安定性を最適化するために、3 個の専用マスター
ノードを有効にして使用します。インスタンスタイプの推奨事項については、「the section called “専用マ
スターノードのインスタンスタイプの選択” (p. 369)」を参照してください。

複数のアベイラビリティゾーンにデプロイする
サービス中断が発生した場合にデータの損失を防ぎ、クラスターのダウンタイムを最小限に抑えるため、
同じ AWS リージョン 内の 2 つまたは 3 つのアベイラビリティーゾーン (p. 34)間にノードを分散できま
す。アベイラビリティーゾーンは、各 リージョン内の独立した場所です。2 つの AZ 設定では、1 つのア
ベイラビリティーゾーンを失うことは、すべてのドメインキャパシティーの半分を失うことを意味しま
す。3 つのアベイラビリティゾーンに移行すると、1 つのアベイラビリティゾーンを失うことによる影響
が軽減されます。
ミッションクリティカルなドメインを3 つのアベイラビリティーゾーンにデプロイし、インデックスごと
に 2 つのレプリカシャードを割り当てます。この設定では、OpenSearch Service が対応するプライマリ
シャードとは異なる AZ にレプリカシャードを分散できます。アベイラビリティーゾーン間のクラスター
通信には、AZ 間のデータ転送料金はかかりません。

取り込みフローとバッファリングを制御する
_bulk API オペレーションを使用して、全体のリクエスト数を制限することをお勧めします。1 つのドキュ
メントを含む 5,000 のリクエストを送信するよりも、5,000 のドキュメントを含む 1 つの _bulk リクエス
トを送信する方が効率的です。
最適な運用安定性のために、インデックス作成リクエストのアップストリームフローを制限したり、一時
停止したりする必要がある場合があります。インデックス作成リクエストのレートを制限することは、対
処しなければクラスターで過負荷となる可能性のある、予期しないまたは時折のリクエストの急増に対処
するための重要なメカニズムです。アップストリームアーキテクチャにフロー制御メカニズムを構築する
ことを検討してください。
次の図は、ログ取り込みアーキテクチャの複数のコンポーネントオプションを示しています。急激なトラ
フィックの急増や短時間のドメインメンテナンスのために受信データをバッファリングするのに十分なス
ペースを確保できるように、集約レイヤーを設定します。
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検索ワークロードのマッピングを作成する
検索ワークロードでは、OpenSearch がドキュメントとそのフィールドを格納し、それらのインデックス
を作成する方法を定義するマッピングを作成します。新しいフィールドが誤って追加されるのを防ぐため
に dynamic を strict に設定します。
PUT my-index
{
"mappings": {
"dynamic": "strict",
"properties": {
"title": { "type" : "text" },
"author": { "type" : "integer" },
"year": { "type" : "text" }
}
}
}

インデックステンプレートを使用する
インデックスの作成時にインデックスを設定する方法を OpenSearch に伝えるために、インデックステ
ンプレートを使用できます。インデックスを作成する前に、インデックステンプレートを設定します。そ
の後、インデックスを作成すると、テンプレートから設定とマッピングが継承されます。1 個のインデッ
クスに複数のテンプレートを適用できるため、1 個のテンプレートで設定を指定し、別のテンプレートで
マッピングを指定できます。この戦略では、複数のインデックスにまたがる共通設定用の 1 個のテンプ
レートと、より具体的な設定やマッピング用の個別のテンプレートを使用できます。
次の設定は、テンプレートでの設定に役立ちます。
•
•
•
•

プライマリシャードとレプリカシャードの数
更新間隔 (インデックスを更新して最近の変更を検索できるようにする頻度)
動的マッピングコントロール
明示的なフィールドマッピング

次のテンプレート例には、これらの各設定が含まれています。
{

"index_patterns":[
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}

"index-*"
],
"order": 0,
"settings": {
"index": {
"number_of_shards": 3,
"number_of_replicas": 1,
"refresh_interval": "60s"
}
},
"mappings": {
"dynamic": false,
"properties": {
"field_name1": {
"type": "keyword"
}
}
}

ほとんど変更されない場合でも、設定とマッピングを OpenSearch で一元的に定義することは、複数の
アップストリームクライアントを更新するよりも管理が簡単です。

Index State Management でインデックスを管理する
ログや時系列データを管理している場合は、Index State Management (p. 312) (ISM) を使用することをお
勧めします。ISM では、通常のインデックスライフサイクル管理タスクを自動化できます。ISM を使用
すると、インデックスエイリアスのロールオーバーを呼び出すポリシーを作成し、インデックスのスナッ
プショットを作成し、ストレージ階層間でインデックスを移動し、古いインデックスを削除できます。
シャードスキューを回避するための代替データライフサイクル管理戦略として、ISM ロールオーバーオペ
レーションを使用することもできます。
まず、ISM ポリシーを設定します。例については、「the section called “サンプルポリシー” (p. 313)」を参
照してください。その後、ポリシーを 1 つ以上のインデックスにアタッチします。ポリシーに ISM テンプ
レート (p. 316)フィールドを含めると、OpenSearch Service は、指定されたパターンに一致するすべての
インデックスにポリシーを自動的に適用します。

未使用インデックスの削除
クラスター内のインデックスを定期的に確認し、使用されていないインデックスを特定します。これら
のインデックスが S3 に保存されるようにスナップショットを作成してから、削除します。未使用のイン
デックスを削除すると、シャード数が減り、ノード全体でよりバランスの取れたストレージの分散とリ
ソースの使用が可能になります。アイドル状態であっても、インデックスは内部的なインデックスのメン
テナンス作業中に一部のリソースを消費します。
未使用のインデックスを手動で削除する代わりに、ISM を使用して自動的にスナップショットを作成し、
一定期間後にインデックスを削除することができます。

高可用性を実現するために複数のドメインを使用する
複数のリージョンで 99.9% のアップタイムを超える高可用性を実現するには、2 つのドメインの使用を
検討してください。小規模またはゆっくりと変化するデータセットの場合、クロスクラスターレプリケー
ション (p. 323)を設定して、アクティブ/パッシブモデルを維持できます。このモデルでは、リーダードメ
インのみが書き込みの対象となりますが、どちらのドメインも読み取りの対象とすることができます。
データセットが大きく、データが急速に変化する場合は、すべてのデータがアクティブ-アクティブモデル
の両方のドメインに独立して書き込まれるように、取り込みパイプラインで二重配信を設定します。
フェイルオーバーを念頭に置いて、アップストリームとダウンストリームのアプリケーションを設計しま
す。フェイルオーバープロセスは、他のディザスタリカバリプロセスと一緒にテストしてください。
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パフォーマンス
次のベストプラクティスは、最適なパフォーマンスを実現するために、ドメインの調整に適用されます。

一括リクエストのサイズと圧縮を最適化する
一括サイズ設定は、データ、分析、およびクラスター設定によって異なりますが、適切な開始点は一括リ
クエストあたり 3～5 MiB です。
gzip 圧縮 (p. 208)を使用して OpenSearch ドメインからリクエストを送信し、レスポンスを受信して、リ
クエストとレスポンスのペイロードサイズを削減します。OpenSearch Python クライアント (p. 209)で、
またはクライアント側から次のヘッダー (p. 209)を含めることによって、gzip 圧縮を使用できます。
• 'Accept-Encoding': 'gzip'
• 'Content-Encoding': 'gzip'
一括リクエストのサイズを最適化するには、3 MiB の一括リクエストサイズから始めます。その後、イン
デックス作成のパフォーマンスが改善しなくなるまで、リクエストサイズを徐々に大きくします。

Note
Elasticsearch バージョン 6.x を実行しているドメインで gzip 圧縮を有効にするには、ク
ラスターレベルで http_compression.enabled を設定する必要があります。この設定
は、Elasticsearch バージョン 7.x および OpenSearch のすべてのバージョンではデフォルトで
true です。

一括リクエストのレスポンスのサイズを小さくする
OpenSearch レスポンスのサイズを小さくするには、filter_path パラメータを使用して不要なフィー
ルドを除外します。失敗したリクエストを識別または再試行するために必要なフィールドを除外しないよ
うにしてください。詳細な説明と例については、the section called “レスポンスサイズの削減” (p. 222)を参
照してください。

更新間隔を調整する
OpenSearch インデックスには、最終的な読み取り整合性があります。更新オペレーションにより、イン
デックスに対して実行されたすべての更新が検索可能になります。デフォルトの更新間隔は 1 秒です。つ
まり、OpenSearch は、インデックスが書き込まれている間、更新を毎秒実行します。
インデックスの更新頻度が低い (更新間隔が長い) ほど、インデックス作成の全体的なパフォーマンスが向
上します。更新間隔を長くすることのトレードオフは、インデックスが更新されてから新しいデータが検
索可能になるまでの時間が長くなることです。全体的なパフォーマンスを向上させるには、更新間隔を許
容できる限り長く設定します。
すべてのインデックスの refresh_interval パラメータを 30 秒以上に設定することをお勧めします。

Auto-Tune を有効にする
Auto-Tune (p. 63) は、OpenSearch クラスターのパフォーマンスと使用状況のメトリクスを使用して、
ノードのキューサイズ、キャッシュサイズ、および Java 仮想マシン (JVM) 設定の変更を提案します。
これらのオプションの変更により、クラスターの速度と安定性が向上します。いつでもデフォルトの
OpenSearch Service 設定に戻すことができます。Auto-Tune は、明示的に無効にしない限り、新しいドメ
インでデフォルトで有効になります。
すべてのドメインで Auto-Tune を有効にし、定期的なメンテナンスウィンドウを設定するか、定期的に推
奨事項を確認することをお勧めします。
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セキュリティ
ドメインのセキュリティ保護には、次のベストプラクティスが適用されます。

きめ細かなアクセスコントロールを有効にする
きめ細かなアクセスコントロール (p. 152)により、OpenSearch Service ドメイン内の特定のデータにア
クセスできるユーザーを制御できます。一般化されたアクセスコントロールと比較して、きめ細かいアク
セスコントロールでは、各クラスター、インデックス、ドキュメント、およびフィールドに、独自の指定
アクセスポリシーが設定されます。アクセス基準は、アクセスをリクエストする人の役割や、データに対
して実行しようとしているアクションなど、さまざまな要因に基づくことができます。例えば、あるユー
ザーにはインデックスへの書き込みアクセスを許可し、別のユーザーには変更を加えずにインデックスの
データを読み取るためだけのアクセスを許可する場合があります。
きめ細かなアクセスコントロールは、セキュリティやコンプライアンスの問題を生じさせずに、アクセス
要件の異なるデータが同じストレージスペースに存在できるようにします。
ドメインできめ細かいアクセスコントロールを有効にすることをお勧めします。

VPC 内にドメインをデプロイする
OpenSearch Service ドメインを仮想プライベートクラウド (VPC) に配置することは、インターネット
ゲートウェイ、NAT デバイス、VPN 接続なしで、VPC 内で OpenSearch Service と他のサービス間の安
全な通信を実現するのに役立ちます。すべてのトラフィックは AWS クラウド内で安全に保持されます。
論理的な隔離により、VPC 内に存在するドメインには、パブリックエンドポイントを使用するドメインに
比較して、より拡張されたセキュリティレイヤーがあります。
VPC 内にドメインを作成 (p. 38)することをお勧めします。

制限的なアクセスポリシーを適用する
ドメインが VPC 内にデプロイされている場合でも、セキュリティをレイヤーで実装するのがベストプラク
ティスです。現在のアクセスポリシーの設定を確認 (p. 21)してください。
制限的なリソースベースのアクセスポリシー (p. 133)をドメインに適用し、設定 API と OpenSearch API
オペレーションへのアクセス権を付与する際は最小特権の原則に従ってください。原則として、アクセス
ポリシーで匿名ユーザープリンシパル "Principal": {"AWS": "*" } を使用することは避けてくださ
い。
ただし、きめ細かなアクセスコントロールを有効にする場合など、オープンアクセスポリシーの使用が許
容される状況もあります。オープンアクセスポリシーを使用すると、特定のクライアントやツールなど、
リクエストの署名が困難または不可能な場合にもドメインにアクセスできます。

保管中の暗号化を有効にする
OpenSearch Service ドメインでは、データへの不正アクセスの防止に役立つ保管中のデータの暗号化が提
供されます。保管中の暗号化は、AWS Key Management Service (AWS KMS) を使用して暗号化キーを保
存および管理し、256 ビットキーを使用した Advanced Encryption Standard アルゴリズム (AES-256) を使
用して暗号化を実行します。
ドメインに機密データが保存されている場合、保管中のデータの暗号化を有効にします (p. 130)。

ノード間の暗号化を有効にする
ノード間の暗号化では、OpenSearch Service 内でデフォルトのセキュリティ機能の上に追加のセキュリ
ティレイヤーを提供します。OpenSearch 内でプロビジョニングされたノード間のすべての通信のため
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に Transport Layer Security (TLS) を実装します。ノード間の暗号化により、HTTPS 経由で OpenSearch
Service ドメインに送信されたデータは、ノード間で配布およびレプリケートされる間、転送中も暗号化
されたままになります。
ドメインに機密データが保存されている場合は、ノード間の暗号化を有効にします (p. 132)。

コスト最適化
次のベストプラクティスは、OpenSearch Service のコストを最適化および節約するために適用されます。

最新世代のインスタンスタイプを使用する
OpenSearch Service は、より低いコストでより優れたパフォーマンスを提供する新しい Amazon EC2 イ
ンスタンスタイプ (p. 375)を常に採用しています。常に最新世代のインスタンスを使用することをお勧め
します。
本番稼働用ドメインで T2 や t3.small インスタンスを使用しないようにしてください。それらは負荷の
高い状態では不安定になることがあるためです。t3.medium インスタンスは、小規模な本番ワークロー
ドのためのオプションです (データノードと専用マスターノードの両方として)。

時系列のログデータのために UltraWarm とコールドス
トレージを使用する
ログ分析のために OpenSearch を使用している場合は、データを UltraWarm またはコールドストレージに
移動してコストを削減します。Index State Management (ISM) を使用して、ストレージ階層間でデータを
移行し、データ保持を管理します。
UltraWarm (p. 292) は、大量の読み取り専用データをコストパフォーマンスに優れた方法で OpenSearch
Service に保存できます。UltraWarm はストレージのために Amazon S3 を使用します。つまり、データは
イミュータブルであり、必要なコピーは 1 つだけです。インデックス内のプライマリシャードのサイズに
相当するストレージの料金のみをお支払いいただきます。UltraWarm クエリのレイテンシーは、クエリの
処理に必要な S3 データの量が増えると高くなります。データがノードにキャッシュされると、UltraWarm
インデックスに対するクエリは、ホットインデックスに対するクエリと同様に実行されます。
コールドストレージ (p. 301)も S3 を使用します。コールドデータをクエリする必要がある場合は、既存の
UltraWarm ノードに選択的にアタッチできます。コールドデータは UltraWarm と同じマネージドストレー
ジコストを発生させますが、コールドストレージ内のオブジェクトは UltraWarm ノードリソースを消費し
ません。そのため、コールドストレージは UltraWarm ノードのサイズや数に影響を及ぼすことなく、大量
のストレージキャパシティを提供します。
ホットストレージに約 2.5 TiB のデータが存在するようになると、UltraWarm は費用対効果が高くなりま
す。フィルレートをモニタリングし、そのデータ量に達する前にインデックスを UltraWarm に移動するよ
うに計画します。

リザーブドインスタンスの推奨事項を確認する
パフォーマンスとコンピューティング消費量の適切なベースラインを把握したら、リザーブドインスタン
ス (p. 414) (RI) の購入を検討してください。割引は、前払いなしの 1 年間の予約で約 30% から始まり、
全額前払いの 3 年間の契約では最大 50% まで増加する可能性があります。
少なくとも 14 日間安定した動作を確認したら、Cost Explorer で [Reserved Instance recommendations]
(リザーブドインスタンスの推奨事項) を確認します。Amazon OpenSearch Service の見出しには、特定の
RI 購入の推奨事項と予測される節約額が表示されます。
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Amazon OpenSearch Service ドメインのサイジン
グ
Amazon OpenSearch Service ドメインのサイズを決定するための完璧な方法はありません。ただし、スト
レージのニーズ、サービス、および OpenSearch 自体を理解することから始めることで、ハードウェアの
ニーズに関する、情報に基づいた初期予測を行うことができます。ドメインのサイジングに取りかかる際
の最も重要な検討材料として、そうした予測結果を代表的なワークロードを使用したテストに活用し、パ
フォーマンスを監視します。
トピック
• ストレージ要件の計算 (p. 363)
• シャード数の選択 (p. 364)
• インスタンスタイプとテストの選択 (p. 365)

ストレージ要件の計算
ほとんどの OpenSearch ワークロードは、次の 2 つのカテゴリに大別できます。
• 長期存続インデックス: データを 1 つまたは複数の OpenSearch インデックスとして処理し、ソース
データの変更に伴ってそれらのインデックスを定期的に更新するコードを記述した場合。一般的な例と
しては、ウェブサイト、ドキュメント、e コマースの検索などがあります。
• ローリングインデックス: データは継続的に一時的なインデックスに受け渡され、インデックス作成時
間や保持期間が指定されます (例: 2 週間保持される一連の日次のインデックス)。代表的な例は、ログ分
析、時系列処理、クリックストリーム分析などです。
長期存続インデックスのワークロードの場合、使用されるストレージ容量はディスク上のソースデータを
調べることで簡単に判断できます。データのソースが複数ある場合は、すべてのソースを単純に合計しま
す。
ローリングインデックスについては、一般的な期間内に生成されるデータ量に保持期間を掛けます。た
とえば、1 時間あたり 200 MiB のログデータが生成されるとすると、1 日で 4.7 GiB になります。この場
合、保持期間が 2 週間であれば、いずれかの時点でデータは 66 GiB に達します。
ただし、ソースデータのサイズはストレージ要件の 1 つの要素に過ぎません。次の点についても考慮する
必要があります。
• レプリカの数: レプリカとはインデックス全体をコピーしたものであり、同量のディスク容量を必要
とします。デフォルトでは、各 OpenSearch インデックスに対してレプリカが 1 つ作成されます。
データ損失を防ぐため、少なくとも 1 つは作成することをお勧めします。レプリカによって、検索
パフォーマンスを改善することもできます。読み込みが多いワークロードが発生する場合は、より多
くのレプリカがあるとよいでしょう。PUT /my-index/_settings を使用して、インデックスの
number_of_replicas 設定を更新します。
• OpenSearch インデックス作成オーバーヘッド: ディスク上のインデックスのサイズは一定ではありま
せんが、多くの場合でソースデータよりも 10% 大きくなります。データのインデックスを作成した
ら、_cat/indices?v API と pri.store.size 値を使用して正確なオーバーヘッドを計算できま
す。_cat/allocation?v も有用な要約を提供します。
• オペレーティングシステムの予約スペース: デフォルトでは、Linux は、重要なプロセス、システム復
元、そしてディスクの断片化問題に対する保護目的で、root ユーザー用にファイルシステムの 5% を
予約します。
• OpenSearch Service のオーバーヘッド: OpenSearch Service は、セグメントマージ、ログ、およびその
他の内部オペレーション用として、インスタンスごとにストレージ容量の 20% (最大 20 GiB) を予約し
ます。
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この 20 GiB の上限があるため、予約容量の合計はドメインに存在するインスタンスの数によって大きく
異なります。たとえば、ドメインに 3 つの m6g.xlarge.search インスタンスがあり、それぞれのス
トレージ容量が 500 GiB であるとすると、合計は 1.46 TiB になります。この場合、予約される容量はわ
ずか 60 GiB です。ドメインに 10 の m3.medium.search インスタンスがあり、それぞれのストレージ
容量が 100 GiB の場合は、合計で 0.98 TiB になります。最初のドメインの方が 50% 大きいですが、後
者の予約容量は合計 200 GiB です。
次の式では、オーバーヘッドの「ワーストケース」の見積もりを適用します。この見積もりには、ノー
ド障害やアベイラビリティーゾーンの停止による影響を最小限に抑えるのに役立つ追加の空き容量が含
まれています。
つまり、任意の時点で 66 GiB のデータが存在し、レプリカを 1 つ必要とする場合、最小ストレージ要件
は 66 * 2 * 1.1/0.95/0.8 = 191 GiB になります。この計算は、次のように定型化できます。
ソースデータ x (1+ レプリカの数) x (1 + インデックス作成オーバーヘッド) ÷ (1 - Linux 予約スペース) ÷ (1
- OpenSearch Service のオーバーヘッド) = 最小ストレージ要件
あるいは、この簡素化されたバージョンを使用することもできます。
ソースデータ x (1+ レプリカの数) x 1.45 = 最小ストレージ要件
ストレージ容量の不足は、クラスターが不安定になる最も一般的な原因の 1 つです。したがって、インス
タンスタイプ、インスタンス数、およびストレージボリュームを選択 (p. 365)するときは、数値をクロス
チェックする必要があります。
ストレージに関するその他の考慮事項は次のとおりです。
• 最小ストレージ要件が 1 PB を超える場合は、「the section called “ペタバイトスケール” (p. 366)」を
参照してください。
• ローリングインデックスがあり、ホットウォームアーキテクチャを使用する場合は、「the section
called “UltraWarm ストレージ” (p. 292)」を参照してください。

シャード数の選択
ストレージ要件を理解したら、インデックス作成の戦略を調査できます。OpenSearch Service のデフォル
トでは、各インデックスは 5 つのプライマリシャードと 1 つのレプリカ (合計 10 個のシャード) に分割さ
れます。既存のインデックスに対してプライマリシャードの数を簡単に変更することはできません。した
がって、シャード数は最初のドキュメントでインデックスを作成する前に決定する必要があります。
シャード数を選択することの全体的な目標は、クラスター内のすべてのデータノード間でインデックスを
均等に分散させることです。ただし、これらのシャードは大きすぎたり多すぎたりしてはいけません。
一般的なガイドラインとして、検索レイテンシーが主要なパフォーマンス目標であるワークロードでは
シャードのサイズを 10～30 GiB、ログ分析などの書き込みが多いワークロードでは 30～50 GiB の範囲に
維持することをお勧めします。
シャードが大きいと、OpenSearch の障害復旧が困難になる可能性があります。一方、各シャードはある
程度の CPU とメモリを使用するため、小規模なシャードが多数ある場合には、パフォーマンスの問題や
メモリ不足のエラーが発生する可能性があります。つまり、基盤となる OpenSearch Service のインスタ
ンスで問題なく処理できるようにシャードは小さくする必要がありますが、小さすぎるとハードウェアに
不必要な負荷をかけてしまうということです。
たとえば、66 GiB のデータがあるとします。その数値は今後も増加する予定がなく、各シャードのサイズ
は約 30 GiB を維持する必要があります。この場合、シャード数は約 3 つとなります (66 * 1.1/30 = 3)。こ
の計算は、次のように定型化できます。
(ソースデータ + 拡張の余地) * (1 + インデックス作成オーバーヘッド)/必要シャード数 = プライマリシャー
ドの概数
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この式は、時間の経過に伴うデータ拡張にも対応できます。同じ 66 GiB のデータが来年は 4 倍になると
想定される場合、シャード数はおよそ (66 + 198) * 1.1/30 = 10 となります。ただし、追加分の 198 GiB の
データは現時点では存在しません。将来に向けてのこのような準備として不必要な小さいシャードを作
成し、現時点で CPU とメモリを大量に消費することがないようにしてください。この場合、シャード当
たりのサイズは 66 * 1.1/10 シャード = 7.26 GiB となります。これは余分なリソースを消費する場合があ
り、推奨サイズ範囲を下回ります。中間をとったアプローチとしてシャード数を 6 つにすると、シャード
のサイズは現時点で 12 GiB、将来的には 48 GiB となります。その後、シャードが 50 GiB を超えたときに
は、3 つのシャードを使用してデータのインデックスを再作成することもできます。
かなりまれな問題の場合、ノードあたりのシャード数を制限する必要があります。シャードのサイ
ズを適切に設定した場合、通常はこの制限に達するかなり前にディスク容量が不足します。たとえ
ば、m6g.large.search インスタンスの最大ディスクサイズは 512 GiB です。ディスク使用率が 80%
未満に維持されており、シャードのサイズを 20 GiB に設定した場合、約 20 個のシャードを収容できま
す。Elasticsearch 7. 以降、および OpenSearch のすべてのバージョンには、ノードあたり 1,000 シャード
の制限があります。ノードあたりの最大シャードを調整するには、cluster.max_shards_per_node 設
定を設定してください。例については、「Cluster settings」(クラスターの設定) を参照してください。
シャードのサイズを適切に設定すると、ほとんどの場合この制限未満に維持できますが、Java ヒープの
GiB ごとにシャードの数を検討することもできます。ノードごとに、Java ヒープの GiB あたりのシャー
ド数が 20 個を超えないようにしてください。例えば、m5.large.search インスタンスには 4 GiB の
ヒープがあるため、各ノードのシャードが 80 個を超えないようにしてください。そのシャード数では、
各シャードのサイズが約 5 GiB になり、推奨値をかなり下回ります。

インスタンスタイプとテストの選択
ストレージ要件を計算して必要なシャード数を選択したら、ハードウェアに関する決定ができるようにな
ります。ハードウェア要件はワークロードによって大きく異なるものの、基本的な推奨事項は提供されて
います。
各インスタンスタイプのストレージ制限 (p. 407)は一般的に、軽度のワークロードで必要とされる CPU
とメモリの量にマッピングされています。たとえば、m6g.large.search インスタンスが最大で 512
GiB の EBS ボリュームサイズ、vCPU x 2 コア、8 GiB のメモリを備えているとします。クラスターには
多数のシャードがあり、高負荷の集計処理、頻繁なドキュメント更新、または大量のクエリ処理が発生し
ている場合、それらのリソースではニーズを満たせない可能性があります。クラスターがこのようなカテ
ゴリに分類される場合はまず、ストレージ要件の容量 100 GiB ごとに vCPU x 2 コア、メモリ 8 GiB に近
い構成になるようにします。

Tip
各インスタンスタイプに割り当てられるハードウェアリソースの概要については、「Amazon
OpenSearch Service の料金表」を参照してください。
ただし、上記に記載されたリソースでも不十分になる場合があります。一部の OpenSearch ユーザーから
は、要件を満たすためにこれらのリソースが重ねて必要になるという報告を受けています。ワークロード
に適したハードウェアを見つけるには、知識に基づいた初期予測を作成し、代表的なワークロードでテス
トし、調整して、再度テストする必要があります。

ステップ 1: 初期見積もりを作成する
開始の際に、スプリットブレインの状態 (コミュニケーションでの時間の経過により、クラスターが 2 つ
のマスターノードを持つようになる) などの潜在的な OpenSearch の問題を防ぐために、3 つ以上のノード
数を選択することをお勧めします。専用マスターノードが 3 つの場合は (p. 367)、レプリケーション用
のデータノードは少なくとも 2 つにすることをお勧めします。

ステップ 2: ノードごとのストレージ要件を計算する
ストレージ要件が 184 GiB で、推奨最小数である 3 つのノードがある場合、各ノードで必要とするスト
レージの容量は 184/3 = 61 GiB という計算になります。この例では、3 つの m6g.large.search イン
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スタンスを選択してそれぞれで 90 GiB の EBS ストレージボリュームを使用すれば、安全策として時間の
経過に伴う拡張にも備えることができます。この構成では 6 つの vCPU コアと 24 GiB のメモリを利用で
き、軽度のワークロードに適しています。
より大規模な例として、ストレージ要件が 14 TiB (14,336 GiB) で高い負荷が発生する状況を想定します。
この場合、まずは 2 * 144 = 288 の vCPU コアと 8 * 144 = 1,152 GiB のメモリを使用したテストが考えら
れます。これらの数値は、約 18 i3.4xlarge.search インスタンスを使用する結果となります。高速な
ローカルストレージが必要ない場合、それぞれが 1 TiB の EBS ストレージボリュームを使用する 18 個の
r6g.4xlarge.search インスタンスをテストすることもできます。
クラスターに数百テラバイトのデータが含まれる場合は、「the section called “ペタバイトスケー
ル” (p. 366)」を参照してください。

ステップ 3: 代表的なテストを実行する
クラスターを設定したら、先ほど計算したシャードの数を使用してインデックスを追加 (p. 222)し、実践
的なデータセットを使用して代表的なクライアントテストを実行し、CloudWatch メトリクスのモニタリ
ング (p. 70)によりクラスターでのワークロードの処理状況を確認できます。

ステップ 4: 成功または反復する
パフォーマンスがニーズを満たすものであれば、テストは成功し、CloudWatch メトリクスは正常であ
り、クラスターは使用する準備ができたことになります。リソースの異常な使用状況を検出するために、
必ず CloudWatch アラームを設定 (p. 370)してください。
パフォーマンスが許容できないものであれば、テストが失敗したか、または CPUUtilization か
JVMMemoryPressure が高いことになります。別のインスタンスタイプを選択 (またはインスタンスを追
加) して、テストを続行する必要があるかもしれません。インスタンスを追加すると、OpenSearch はクラ
スター全体にわたってシャードを自動的に再分散します。
過負荷クラスターの過剰容量は、負荷の低いクラスターの不足よりも簡単に測定できるため、必要以上に
大きなクラスターから開始することをお勧めします。次に、追加のリソースを持つ効率的なクラスターに
テストおよびスケールダウンして、アクティビティの増加期間中に安定した運用を確保します。
本番稼働用クラスター (1 つまたは複数) では複雑なステータスが発生しますが、専用マスターノー
ド (p. 367)を活用することでパフォーマンスとクラスターの信頼性を向上させることができます。

Amazon OpenSearch Service 用ペタバイトスケー
ル
Amazon OpenSearch Service ドメインは、最大 3 PB のアタッチされたストレージを提供しま
す。i3.16xlarge.search インスタンスタイプが 200 個あり、それぞれに 15 TB のストレージがあるド
メインを設定できます。規模がまったく異なるため、このサイズのドメインに関する推奨事項は一般的な
推奨事項 (p. 354)とは異なります。このセクションでは、ドメインの作成、コスト、ストレージ、シャー
ドのサイズに関する考慮事項について説明します。
このセクションでは、i3.16xlarge.search インスタンスタイプを頻繁に参照していますが、他のいく
つかのインスタンスタイプを使用して 1 PB の合計ドメインストレージに達することができます。
ドメインの作成
このサイズのドメインは、ドメインあたり 40 インスタンスというデフォルトの制限を超えていま
す。ドメインあたり 200 インスタンスへのサービス制限引き上げをリクエストするには、AWS サ
ポートセンターでサポートケースを作成します。
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料金
このサイズのドメインを作成する前に、Amazon OpenSearch Service の料金表ページを確認して、
関連コストが希望に沿っていることを確認します。ホットウォームアーキテクチャがユースケース
に合っているかどうかを確認するために the section called “UltraWarm ストレージ” (p. 292) を調べま
す。
ストレージ
i3 インスタンスタイプは、高速な不揮発性メモリエクスプレス (NVMe) ローカルストレージを提供す
るよう特別に設計されたものです。このローカルストレージは Amazon Elastic Block Store (EBS) と
比較してパフォーマンスが向上する傾向があるため、OpenSearch Service でこのインスタンスタイプ
を選択した場合は EBS ボリュームを選択することはできません。必要に応じて EBS ストレージを使
用する場合は、r6.12xlarge.search など、別のインスタンスタイプを使用します。
シャードのサイズと数
OpenSearch の一般的なガイドラインは、シャードあたり 50 GB を超えないようにすることです。大
きなドメインに対応するために必要なシャードの数および i3.16xlarge.search インスタンスが利
用可能なリソースが指定されている場合は、シャードのサイズは 100 GB をお勧めします。
たとえば、450 TB のソースデータがあり、レプリカを 1 つにする場合、最小ストレージ要件は 450
TB * 2 * 1.1/0.95 = 1.04 PB です。この計算の説明については、「the section called “ストレージ要件の
計算” (p. 363)」を参照してください。1.04 PB/15 TB = 70 インスタンスですが、時間と共に変動す
るデータ量を考慮して、ストレージセーフティネットを提供し、ノードの障害を処理するために、90
個以上の i3.16xlarge.search インスタンスを選択することができます。各インスタンスにより最
小ストレージ要件に 20 GiB が追加されますが、このサイズのディスクでは、この 20 GiB はほぼ無視
できます。
シャード数の制御には手間がかかります。OpenSearch ユーザーは、インデックスを毎日ローテー
ションし、データを 1～2 週間保持することがよくあります。このような状況では、「アクティブ」
なシャードと「非アクティブ」なシャードを区別すると便利な場合があります。アクティブなシャー
ドとは、書き込みや読み取りがアクティブに行われているシャードです。非アクティブなシャードと
は、いくつかの読み取りリクエストがあるものの大部分はアイドルな状態のサービスです。一般的に
は、アクティブなシャードの数を数千個未満に維持する必要があります。アクティブなシャードの数
が 10,000 に近づくと、パフォーマンスと安定性に大きなリスクが出現します。
プライマリシャードの数は次の式を使用して計算します。450,000 GB * 1.1/(100 GB/シャード) =
4,950 シャード。レプリカを考慮してこの数を 2 倍にすると 9,900 シャードになり、すべてのシャー
ドがアクティブの場合は大きな懸念事項になります。ただし、インデックスをローテーションして、
任意の指定日にシャードの数の 1/7 または 1/14 (それぞれ 1,414 または 707 シャード) のみがアク
ティブな場合、クラスターはうまく機能します。この場合も、ドメインのサイズ決定と設定において
最も重要なステップは、現実的なデータセットを使用して代表的なクライアントテストを実行するこ
とです。

Amazon OpenSearch Service の専用マスターノー
ド
Amazon OpenSearch Service では、クラスターの安定性を向上するために専用マスターノードを使用しま
す。専用マスターノードではクラスター管理タスクを実行しますが、データは保持せず、データのアップ
ロードリクエストにも応答しません。このように、クラスター管理タスクをオフロードすると、ドメイン
の安定性が向上します。他のすべてのノードタイプと同様に、専用マスターノードごとに時間料金を支払
います。
専用マスターノードで実行するクラスター管理タスクは次のとおりです。
• クラスター内のすべてのノードを追跡します。
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• クラスター内のインデックスの数を追跡します。
• 各インデックスに属するシャード数を追跡します。
• クラスター内のノードのルーティング情報を保持します。
• クラスター内のインデックス作成やノードの作成/削除など、状態が変化したときにクラスターの状態を
更新します。
• クラスターの状態に施された変更を、クラスター内のすべてのノードにわたって複製します。
• クラスター内のデータノードの可用性をモニタリングするハートビートシグナル (定期的なシグナル) を
送信することで、すべてのクラスターノードの状態をモニタリングします。
次の図は、10 のインスタンスを持つ OpenSearch Service ドメインを表しています。インスタンスのう
ち 7 つはデータノードで、3 つは専用マスターノードです。アクティブになっているのは、専用マスター
ノードの 1 つだけです。2 つの灰色の専用マスターノードは、アクティブな専用マスターノードに障害が
発生した場合のバックアップとして待機します。すべてのデータアップロードリクエストは、7 つのデー
タノードにより保存され、すべてのクラスター管理タスクは、アクティブな専用マスターノードにオフ
ロードされます。

専用マスターノードの数の選択
本番稼働用の各 OpenSearch Service ドメインに、3 つの専用マスターノードを追加することを推奨しま
す。偶数の専用マスターノードを選択しないでください。専用マスターノードの数を選択するときは、次
の点を考慮してください。
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• 障害発生時にバックアップがないため、専用マスターノードの 1 つが OpenSearch Service によって明
示的に禁止されています。1 つの専用マスターノードのみを持つドメインを作成しようとすると、検証
例外が表示されます。
• 2 つの専用マスターノードがある場合、クラスターには、障害が発生した場合に新しいマスターノード
を選択するために必要なノードのクォーラムがありません。
クォーラムは、専用マスターノードの数/2 + 1 (直近の整数まで切り捨て) です。ここでは 2/2 + 1 = 2
となります。専用マスターノード 1 つが失敗し、バックアップは 1 つのみであれば、クラスターには
クォーラムがなく、新しいマスターを選択できません。
• 推奨される専用マスターノード数は 3 つです。マスターノードが失敗したときに 2 つのバックアップ
ノードが使用でき、必要なクォーラム (2) で新しいマスターを選択できます。
• 専用マスターノードを 4 つにすると 3 つより良くなるわけではなく、複数のアベイラビリティーゾー
ン (p. 34)を使用した場合、問題が発生する可能性があります。
• マスターノード 1 つが失敗した場合、クォーラム (3) で新しいマスターを選択します。2 つのノード
が失敗したした場合、そのクォーラムは失われ、専用マスターノードが 3 つの場合と同じ状況になり
ます。
• 3 つのアベイラビリティーゾーン (AZ) 設定では、2 つの AZ に 1 つの専用マスターノードがあり、1
つの AZ に 2 つの専用マスターノードがあります。その AZ で中断が発生した場合、残りの 2 つの AZ
には、新しいマスターを選択するために必要なクォーラム (3) がありません。
• 5 つの専用マスターノードは 3 つと同様に機能し、クォーラムを維持しながら 2 つのノードを失うこと
ができます。ただし、一度にアクティブになる専用マスターノードは 1 つしかないため、この設定では
4 つのアイドルノードに対して料金を支払うことになります。多くのお客様は、このレベルのフェイル
オーバーは過剰だと考えています。
クラスターに偶数のマスター対象ノードがある場合、OpenSearch および Elasticsearch バージョン 7.x 以
降では 1 つのノードが無視されるため、投票設定は常に奇数になります。この場合、基本的に専用マス
ターノード 4 つは 3 つ (2 つは 1 つ) に相当します。

Note
新しいマスターノードを選択するために必要なクォーラムがクラスターにない場合は、クラス
ターへの書き込みおよび読み取りリクエストの両方が失敗します。この動作は OpenSearch のデ
フォルトとは異なります。

専用マスターノードのインスタンスタイプの選択
専用マスターノードでは検索およびクエリリクエストを処理しませんが、そのサイズは管理可能なインス
タンス、インデックス、シャードの数と大きな相関があります。本番稼働用クラスターにおいて、専用マ
スターノードには以下のインスタンスタイプをお勧めします。
これらの推奨事項は一般的なワークロードに基づいており、お客様の要件によって異なります。多数の
シャードまたはフィールドのマッピングがあるクラスターは、大きなインスタンスタイプからメリットを
得ることができます。専用マスターノードのメトリクス (p. 370)を監視し、より大きいインスタンスタイ
プを使用する必要があるかどうかを調べてください。
インスタンス数

マスターノードの RAM
サイズ

サポートされるシャー
ドカウントの上限

推奨される最小専用マ
スターインスタンスタ
イプ

1～10

8 GiB

10K

m5.large.search
、、または
m6g.large.search
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インスタンス数

マスターノードの RAM
サイズ

サポートされるシャー
ドカウントの上限

推奨される最小専用マ
スターインスタンスタ
イプ

11～30

16 GiB

30K

c5.2xlarge.search
、、または
c6g.2xlarge.search

31～75

32 GiB

75K

c5.4xlarge.search
、、または
c6g.4xlarge.search

76～125

64 GiB

75K

r5.2xlarge.search
、、または
r6g.2xlarge.search

126～200

128 GiB

75K

r5.4xlarge.search
、、または
r6g.4xlarge.search

• 特定の構成変更が専用マスターノードに与える影響の詳細については、「the section called “設定変
更” (p. 22)」を参照してください。
• インスタンス数の制限に関する詳細は、「the section called “ドメインとインスタンスのクォー
タ” (p. 407)」を参照してください。
• vCPU、メモリ、料金表など、特定のインスタンスタイプの詳細については、Amazon OpenSearch
Service の料金表を参照してください。

Amazon OpenSearch Service で推奨される
CloudWatch アラーム
CloudWatch アラームは、CloudWatch メトリクスがある程度の時間にわたって指定された値を超えたとき
にアクションを実行します。たとえば、クラスターの状態が red になって 1 分を超えたときに AWS から
E メールを受け取ることができます。このセクションでは、Amazon OpenSearch Service で推奨されるい
くつかのアラームとそのアラームへの対応方法について説明します。
これらのアラームは、AWS CloudFormation を使用して自動的にデプロイできます。サンプルスタックに
ついては、関連する GitHub リポジトリを参照してください。
アラームの設定の詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「Amazon CloudWatch でのア
ラームの使用」を参照してください。
アラーム

問題

ClusterStatus.red
maximum is >= 1 for 1
minute, 1 consecutive
time

少なくとも 1 つのプライマリシャードとそのレプリカがノードに割り当てら
れていません。「the section called “赤のクラスター状態” (p. 449)」を参照
してください。

ClusterStatus.yellow 少なくとも 1 つのレプリカシャードがノードに割り当てられていません。
「the section called “黄色のクラスター状態” (p. 452)」を参照してくださ
maximum is >= 1 for 1
い。
minute, 5 consecutive
times
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アラーム

問題

FreeStorageSpace
minimum is <= 20480 for
1 minute, 1 consecutive
time

クラスターのノードの空きストレージ容量が 20 GiB に下がっています。
「the section called “使用可能なストレージ領域の不足” (p. 452)」を参照し
てください。この値は MiB 単位です。20480 ではなく、各ノードのストレー
ジ容量の 25% に設定することをお勧めします。

クラスターは書き込みリクエストをブロックしています。「the section
ClusterIndexWritesBlocked
called “ClusterBlockException” (p. 452)」を参照してください。
is >= 1 for 5 minutes, 1
consecutive time
Nodes minimum is < x
for 1 day, 1 consecutive
time

x はクラスター内のノード数です。このアラームは、クラスター内の少なく
とも 1 つのノードが 1 日間にわたってアクセスできない状態を意味します。
「the section called “障害が発生したクラスターノード” (p. 454)」を参照し
てください。

自動スナップショットが失敗しました。多くの場合、この失敗によって
AutomatedSnapshotFailure
クラスター状態が赤になります。「the section called “赤のクラスター状
maximum is >= 1 for 1
態” (p. 449)」を参照してください。
minute, 1 consecutive
time
すべての自動スナップショットの概要および障害に関する情報を取得するに
は、次のリクエストのいずれかを試してください。
GET domain_endpoint/_snapshot/cs-automated/_all
GET domain_endpoint/_snapshot/cs-automated-enc/_all

CPUUtilization
または
WarmCPUUtilization
maximum is >= 80%
for 15 minutes, 3
consecutive times

100% の CPU 使用率が発生することもありますが、高い使用率が持続する
のは問題です。より大規模なインスタンスタイプを使用するか、インスタン
スを追加することを検討してください。

使用量が増加した場合にクラスターでメモリ不足エラーが発生する可能性
があります。垂直スケーリングを検討してください。OpenSearch Service
は、インスタンスの RAM の半分を Java ヒープ (32 GiB のヒープサイズま
で) に使用します。インスタンスは最大 64 GiB の RAM まで垂直スケーリン
グでき、それ以上はインスタンスを追加することで水平方向にスケーリング
OldGenJVMMemoryPressure
できます。
maximum is >= 80% for
1 minute, 3 consecutive
times
JVMMemoryPressure
maximum is >= 95% for
1 minute, 3 consecutive
times

MasterCPUUtilization より大規模なインスタンスタイプを専用マスターノード (p. 367)として使
用することを検討してください。クラスターの安定性と Blue/Green デプロ
maximum is >= 50%
イ (p. 22)に関わるため、専用マスターノードの CPU 使用率はデータノード
for 15 minutes, 3
よりも低くする必要があります。
consecutive times
MasterJVMMemoryPressure
maximum is >= 95% for
1 minute, 3 consecutive
times
MasterOldGenJVMMemoryPressure
maximum is >= 80% for
1 minute, 3 consecutive
times
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アラーム

問題

KMSKeyError is
>= 1 for 1 minute, 1
consecutive time

ドメインに保存されているデータを暗号化する AWS KMS 暗号化キーが無効
になっています。通常のオペレーションを復元するために、再度有効にして
ください。詳細については、「the section called “保管中の暗号化” (p. 130)」
を参照してください。

KMSKeyInaccessible
is >= 1 for 1 minute, 1
consecutive time

ドメインに保管中のデータを暗号化する AWS KMS 暗号化キーが削除され
たか、OpenSearch Service への権限が取り消されています。この状態にあ
るドメインを復元することはできません。ただし、手動スナップショットが
ある場合は、それを使用して新しいドメインに移行できます。詳細について
は、「the section called “保管中の暗号化” (p. 130)」を参照してください。

shards.active is >=
30000 for 1 minute, 1
consecutive time

アクティブなプライマリとレプリカの両方のシャードの合計数は、30,000よ
りも多くなります。インデックスを頻繁にローテーションさせ過ぎている可
能性があります。特定の年齢に達したら、ISM を使用してインデックスを削
除することを検討してください。

5xx alarms >= 10% of
OpenSearchRequests

1 つ以上のデータノードが過負荷になっているか、アイドルタイムアウト時
間内にリクエストが完了しない可能性があります。より大きなインスタン
スタイプに切り替えるか、クラスターにさらにノードを追加することを検討
してください。シャードおよびクラスターアーキテクチャ用のベストプラク
ティス (p. 363)をフォローしていることを確認してください。

このアラームは、マスターノードが停止しているか、連絡不能であることを
MasterReachableFromNode
示します。通常、これらの原因はネットワーク接続または AWS 依存関係の
is < 1 for 1 day, 1
問題です。
consecutive time
ThreadpoolWriteQueue クラスタ-では、インデックス作成の同時実行性が高くなっています。イン
デックス作成リクエストを点検して抑制するか、クラスターリソースを増や
average is >= 100 for 1
します。
minute, 1 consecutive
time
ThreadpoolSearchQueueクラスターでは、検索の同時実行性が高くなっています。クラスターのス
ケーリングを検討してください。検索キューのサイズを大きくすることもで
average is >= 500 for 1
きますが、そうすると、メモリ不足エラーが発生する可能性があります。
minute, 1 consecutive
time
ThreadpoolSearchQueue
maximum is >= 5000 for
1 minute, 1 consecutive
time
これらのアラームは、パフォーマンスや安定性に影響を及ぼす可能性のある
ThreadpoolSearchRejected
ドメインの問題を通知します。
maximum is >=1 for 1
minute, 1 consecutive
time
ThreadpoolWriteRejected
maximum is >=1 for 1
minute, 1 consecutive
time

Note
メトリクスを表示するのみであれば、「the section called “クラスターメトリクスのモニタリン
グ” (p. 70)」を参照してください。
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検討した方が良いその他のアラーム
定期的に使用する OpenSearch Service の特徴に応じて、次のアラームを設定することを検討してくださ
い。
アラーム

問題

WarmFreeStorageSpace クラスターの UltraWarm ノードの空きストレージ容量が 10 GiB に下がって
minimum is <= 10240 for います。「the section called “使用可能なストレージ領域の不足” (p. 452)」
を参照してください。この値は MiB 単位です。10240 ではなく、各ノードの
1 minute, 1 consecutive
ストレージ容量の 10% に設定することをお勧めします。
time
多数のインデックスが、ホットストレージから UltraWarm ストレージへ同時
HotToWarmMigrationQueueSize
に移動しています。クラスターのスケーリングを検討してください。
is >= 20 for 1 minute, 3
consecutive times
デイリーインデックスを動かそうとして
HotToWarmMigrationSuccessLatency
is >= 1 day, 1
HotToWarmMigrationSuccessCount x レイテンシーが 24 時間を超える
consecutive time
場合に通知されるよう、このアラームを設定してください。
WarmJVMMemoryPressure使用量が増加した場合にクラスターでメモリ不足エラーが発生する可能性
があります。垂直スケーリングを検討してください。OpenSearch Service
maximum is >= 95% for
は、インスタンスの RAM の半分を Java ヒープ (32 GiB のヒープサイズま
1 minute, 3 consecutive
で) に使用します。インスタンスは最大 64 GiB の RAM まで垂直スケーリン
times
グでき、それ以上はインスタンスを追加することで水平方向にスケーリング
WarmOldGenJVMMemoryPressure
できます。
maximum is >= 80% for
1 minute, 3 consecutive
times
多数のインデックスが、UltraWarm ストレージからコールドストレージへ同
WarmToColdMigrationQueueSize
時に移動しています。クラスターのスケーリングを検討してください。
is >= 20 for 1 minute, 3
consecutive times
スナップショット、シャード再配置、または強制マージ中に、移行が失敗す
HotToWarmMigrationFailureCount
る可能性があります。スナップショットまたはシャード再配置中の障害は、
is >= 1 for 1 minute, 1
通常、ノードの障害または S3 接続の問題が原因です。通常、ディスク領域
consecutive time
の不足は、強制マージ失敗の根本的な原因です。
インデックスメタデータをコールドストレージに移動させようとして失敗す
WarmToColdMigrationFailureCount
ると、通常、移行は失敗します。ウォームインデックスクラスター状態が削
is >= 1 for 1 minute, 1
除されたときにも、障害が発生する可能性があります。
consecutive time
デイリーインデックスを動かそうとして
WarmToColdMigrationLatency
is >= 1 day, 1
WarmToColdMigrationSuccessCount x レイテンシーが 24 時間を超える
consecutive time
場合に通知されるよう、このアラームを設定してください。
AlertingDegraded
is >= 1 for 1 minute, 1
consecutive time

アラートインデックスが赤色であるか、1 つ以上のノードがスケジュールど
おりでないことを意味します。

ADPluginUnhealthy
is >= 1 for 1 minute, 1
consecutive time

異常検出プラグインが正しく動作していません。これは、障害率が高いか、
使用されているインデックスの 1 つが赤色であるためです。

少なくとも 1 つの非同期検索が直前に失敗しました。これは、おそらくコー
AsynchronousSearchFailureRate
ディネータノードが失敗したことを意味します。非同期検索リクエストの
is >= 1 for 1 minute, 1
consecutive time
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アラーム

問題
ライフサイクルは、コーディネータノードでのみ管理されているので、コー
ディネータがダウンすると、リクエストは失敗します。

残存するインデックス内の非同期検索レスポンスストアの状態は、赤色で
AsynchronousSearchStoreHealth
す。大量の非同期レスポンスを保存している可能性があり、クラスターが不
is >= 1 for 1 minute, 1
安定になる可能性があります。非同期検索レスポンスを 10 MB 以下に制限し
consecutive time
てください。
SQLUnhealthy is
>= 1 for 1 minute, 3
consecutive times

SQL プラグインが 5 xxレスポンスコードを返しているか、または無効なクエ
リ DSL を OpenSearch に渡しています。クライアントがプラグインに対し
て行っているリクエストのトラブルシューティングを行います。

LTRStatus.red is
>= 1 for 1 minute, 1
consecutive time

Learning to Rankプラグインの実行に必要なインデックスの内、少なくとも 1
つにプライマリシャードがなく、機能しません。
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Amazon OpenSearch Service の全般
的なリファレンス
Amazon OpenSearch Service は、さまざまなインスタンス、オペレーション、プラグイン、他のリソース
をサポートしています。
トピック
• Amazon OpenSearch Service でサポートされるインスタンスタイプ (p. 375)
• エンジンバージョン別の機能 (p. 379)
• エンジンバージョンに応じたプラグイン (p. 381)
• サポートされているオペレーション (p. 383)
• Amazon OpenSearch Service クォータ (p. 407)
• Amazon OpenSearch Service のリザーブドインスタンス (p. 414)
• Amazon OpenSearch Service でサポートされている他のリソース (p. 418)

Amazon OpenSearch Service でサポートされるイ
ンスタンスタイプ
Amazon OpenSearch Service では、次のインスタンスタイプがサポートされています。すべてのリージョ
ンで、すべてのインスタンスタイプがサポートされているわけではありません。可用性に関する詳細につ
いては、「Amazon OpenSearch Service の料金」を参照してください。
お客様のユースケースに適切なインスタンスタイプ関する情報についてはthe section called “ドメインのサ
イジング” (p. 363)、the section called “EBS ボリュームサイズのクォータ” (p. 408)、およびthe section
called “ネットワークのクォータ” (p. 411) を参照してください。

現行世代のインスタンスタイプ
最適なパフォーマンスを得るために、新しい OpenSearch Service ドメインを作成するときには、以下の
インスタンスタイプを使用することをお勧めします。
インスタンス
タイプ

インスタンス

制限事項

C5

C5 インスタンスタイプには、Elasticsearch 5.1 以降または任意のバー
c5.large.search
ジョンの OpenSearch が必要です。
c5.xlarge.search
c5.2xlarge.search
c5.4xlarge.search
c5.9xlarge.search
c5.18xlarge.search

C6g

• C6g インスタンスタイプには、Elasticsearch 7.9 以降または任意の
c6g.large.search
バージョンの OpenSearch が必要です。
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インスタンス
タイプ

インスタンス

制限事項

• C6g インスタンスは、他の Graviton インスタンスタイプ
c6g.xlarge.search
(M6g、R6g、R6gd) とのみ互換性があります。Graviton インスタン
c6g.2xlarge.search
スと非 Graviton インスタンスは、同じクラスター内で結合できませ
ん。
c6g.4xlarge.search
c6g.8xlarge.search
c6g.12xlarge.search
I3

I3 インスタンスタイプには、Elasticsearch 5.1 以降または任意のバー
i3.large.search
ジョンの OpenSearch が必要であり、EBS ストレージボリュームはサ
i3.xlarge.search
ポートされません。
i3.2xlarge.search
i3.4xlarge.search
i3.8xlarge.search
i3.16xlarge.search

M5

M5 インスタンスタイプには、Elasticsearch 5.1 以降または任意のバー
m5.large.search
ジョンの OpenSearch が必要です。
m5.xlarge.search
m5.2xlarge.search
m5.4xlarge.search
m5.12xlarge.search

M6g

• M6g インスタンスタイプには、Elasticsearch 7.9 以降または任意の
m6g.large.search
バージョンの OpenSearch が必要です。
m6g.xlarge.search
• M6g インスタンスは、他の Graviton インスタンスタイプ

(C6g、R6g、R6gd) とのみ互換性があります。Graviton インスタン
m6g.2xlarge.search
スと非 Graviton インスタンスは、同じクラスター内で結合できませ
ん。
m6g.4xlarge.search
m6g.8xlarge.search
m6g.12xlarge.search
R5

R5 インスタンスタイプには、Elasticsearch 5.1 以降または任意のバー
r5.large.search
ジョンの OpenSearch が必要です。
r5.xlarge.search
r5.2xlarge.search
r5.4xlarge.search
r5.12xlarge.search
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インスタンス
タイプ

インスタンス

制限事項

R6g

• R6g インスタンスタイプには、Elasticsearch 7.9 以降または任意の
r6g.large.search
バージョンの OpenSearch が必要です。
r6g.xlarge.search
• R6g インスタンスは、他の Graviton インスタンスタイプ

(C6g、M6g、R6gd) とのみ互換性があります。Graviton インスタン
r6g.2xlarge.search
スと非 Graviton インスタンスは、同じクラスター内で結合できませ
ん。
r6g.4xlarge.search
r6g.8xlarge.search
r6g.12xlarge.search
R6gd

• R6gd インスタンスタイプには、Elasticsearch バージョン 7.9 以降ま
r6gd.large.search
たは任意のバージョンの OpenSearch が必要であり、EBS ストレー
r6gd.xlarge.search
ジボリュームはサポートされません。
• R6gd インスタンスは、他の Graviton インスタンスタイプ
r6gd.2xlarge.search
(C6g、M6g、R6g) とのみ互換性があります。Graviton インスタン
スと非 Graviton インスタンスは、同じクラスター内で結合できませ
r6gd.4xlarge.search
ん。
r6gd.8xlarge.search
r6gd.12xlarge.search
r6gd.16xlarge.search

T3

• T3 インスタンスタイプには、Elasticsearch 5.6 以降または任意の
t3.small.search
バージョンの OpenSearch が必要です。
t3.medium.search
• t3.small および t3.medium インスタンスタイプは、ドメインのイ
ンスタンス数が 10 以下の場合のみ使用できます。

• T3 インスタンスタイプでは、UltraWarm ストレージ、コールドスト
レージ、または Auto-Tune がサポートされません。

旧世代のインスタンスタイプ
アプリケーションが旧世代のインスタンスタイプ用に最適化されており、アップグレードはまだこれから
というユーザー向けに、OpenSearch Service では、それらの旧世代のインスタンスを提供しています。最
高のパフォーマンスを得るには、現世代のインスタンスタイプの使用をお勧めしますが、以下の旧世代の
インスタンスタイプも引き続きサポートします。
インスタンス
タイプ

インスタンス

制限事項

C4

c4.large.search
c4.xlarge.search
c4.2xlarge.search
c4.4xlarge.search
c4.8xlarge.search

I2

i2.xlarge.search
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インスタンス
タイプ

インスタンス

制限事項

i2.2xlarge.search
M3

• M3 インスタンスタイプでは、保管時のデータの暗号化、きめ細かな
m3.medium.search
アクセス制御、クラスター間検索がサポートされません。
m3.large.search
• OpenSearch バージョンによっては、M3 インスタンスタイプに追加

の制限があります。詳細については、「the section called “無効な M3
m3.xlarge.search
インスタンスタイプ” (p. 457)」を参照してください。
m3.2xlarge.search
M4

m4.large.search
m4.xlarge.search
m4.2xlarge.search
m4.4xlarge.search
m4.10xlarge.search

R3

R3 インスタンスタイプは、保管時のデータの暗号化またはきめ細かな
r3.large.search
アクセスコントロールをサポートしていません。
r3.xlarge.search
r3.2xlarge.search
r3.4xlarge.search
r3.8xlarge.search

R4

r4.large.search
r4.xlarge.search
r4.2xlarge.search
r4.4xlarge.search
r4.8xlarge.search
r4.16xlarge.search

T2

• T2 インスタンスタイプは、ドメインのインスタンス数が 10 以下の場
t2.micro.search
合のみ使用できます。
t2.small.search
• t2.micro.search インスタンスタイプは、Elasticsearch 1.5 および
2.3 のみをサポートします。
t2.medium.search
• T2 インスタンスタイプでは、保管中のデータの暗号化、きめ細かな
アクセス制御、UltraWarm ストレージ、コールドストレージ、クラス
ター間検索、または Auto-Tune がサポートされません。

Tip
専用マスターノード (p. 367)およびデータノードの異なるインスタンスタイプをお勧めする場合
があります。
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エンジンバージョン別の機能
OpenSearch サービスの多くの機能には、最小の OpenSearch バージョン要件またはレガシーの
Elasticsearch OSS バージョン要件があります。機能の最小バージョンを満たしていても、その機能がドメ
インで利用できない場合は、ドメインのサービスソフトウェア (p. 29)を更新します。
特徴

最低限必要な OpenSearch バージョン

最低限必要な Elasticsearch バージョン

VPC サポー
ト

1.0

1.0

1.0

5.1

Curator のサ
ポート

含まれない

5.1

時間単位の
自動スナップ
ショット

1.0

5.3

ノード間の暗
号化

1.0

6.0

ドメインへの
すべてのトラ
フィックに
HTTPS を要
求する
マルチ AZ の
サポート
専用マスター
ノード
カスタムパッ
ケージ
カスタムエン
ドポイント
スローログの
公開
エラーログの
公開
保管中のデー
タの暗号化
OpenSearch
Dashboards
のCognito 認
証
インプレース
アップグレー
ド

Java 高レベ
ル REST クラ
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特徴

最低限必要な OpenSearch バージョン

最低限必要な Elasticsearch バージョン

アラート

1.0

6.2

SQL

1.0

6.5

クラスター間
検索

1.0

6.7

1.0

6.8

K-NN (ユーク
リッド距離)

1.0

7.1

異常検出

1.0

7.4

コサイン類似
度による kNN

1.0

7.7

1.0

7.9

イアントのサ
ポート
HTTP リクエ
ストとレスポ
ンス圧縮

きめ細かなア
クセスコント
ロール
OpenSearch
Dashboards
の SAML 認証
Auto-Tune
リモート再イ
ンデックス
UltraWarm
インデックス
ステート管理

Learning to
Rank
パイプ処理言
語
OpenSearch
ダッシュボー
ドのレポート
OpenSearch
ダッシュボー
ドのトレース
分析
ARM ベース
の Graviton
インスタンス
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特徴

最低限必要な OpenSearch バージョン

最低限必要な Elasticsearch バージョン

コールドスト
レージ
ハミング距
1.0
離、L1 ノル
ム距離、k-NN
用 Painless
スクリプティ
ング

7.10

非同期検索
インデックス
変換

1.0

含まれない

クラスター間
レプリケー
ション

1.1

7.10

ML Commons

1.3

含まれない

これらの機能の一部と追加の機能を有効にするプラグインについては、「the section called “エンジンバー
ジョンに応じたプラグイン” (p. 381)」を参照してください。各バージョンの OpenSearch API の詳細に
ついては、「the section called “サポートされているオペレーション” (p. 383)」を参照してください。

エンジンバージョンに応じたプラグイン
Amazon OpenSearch Service ドメインには、OpenSearch コミュニティからのプラグインがパッケー
ジされています。サービスはプラグインを自動的にデプロイおよび管理しますが、ドメインに選択した
OpenSearch またはレガシー Elasticsearch OSS のバージョンに応じて異なるプラグインをデプロイしま
す。
以下の表は、OpenSearch のバージョン別のプラグインと、レガシー Elasticsearch OSS の互換バージョ
ンを一覧表示しています。このプラグインには、対話する可能性のあるプラグインのみが含まれており、
包括的ではありません。OpenSearch Service は追加のプラグインを使用して、スナップショット用の S3
リポジトリプラグインや、最適化とモニタリング用の OpenSearch Performance Analyzer プラグインな
ど、コアサービス機能を有効にします。ドメインで実行されているすべてのプラグインの完全なリストに
ついては、次のリクエストを実行します。
GET _cat/plugins?v

プラグイン

最低限必要な OpenSearch バージョン

最低限必要な Elasticsearch バージョン

ICU Analysis

1.0

すべてのドメインで含まれる

1.0

2.3

Japanese
(kuromoji)
Analysis
Phonetic
Analysis
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プラグイン

最低限必要な OpenSearch バージョン

最低限必要な Elasticsearch バージョン

Seunjeon 韓
国語分析

1.0

5.1

1.0

5.3

OpenSearch
のアラート設
定 (p. 336)

1.0

6.2

OpenSearch
SQL (p. 251)

1.0

6.5

OpenSearch
のセキュリ
ティ (p. 152)

1.0

6.7

OpenSearch
のインデッ
クス状態管
理 (p. 312)

1.0

6.8

OpenSearch
k-NN (p. 254)

1.0

7.1

OpenSearch
の異常検
出 (p. 339)

1.0

7.4

IK (中国語) 分
析

1.0

7.7

Smart
Chinese
Analysis
Stempel
Polish
Analysis
Ingest
Attachment
Processor
Ingest
User Agent
Processor
Mapper
Murmur3
Mapper Size
Ukrainian
Analysis

ベトナム語分
析
タイ語分析
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プラグイン

最低限必要な OpenSearch バージョン

最低限必要な Elasticsearch バージョン

OpenSearch
の非同期検
索 (p. 282)

1.0

7.10

OpenSearch
クラスター
間レプリ
ケーショ
ン (p. 323)

1.1

7.10

OpenSearch
の観測
性 (p. 345)

1.2

サポート外

ML Commons

1.3

サポート外

Learning to
Rank (p. 263)

サポートされているオペレーション
OpenSearch Service は多くのバージョンの OpenSearch とレガシー Elasticsearch OSS をサポートしてい
ます。以下のセクションでは、各バージョンで OpenSearch Service がサポートするオペレーションを示
します。
トピック
• API の重要な相違点 (p. 384)
• Opensearch バージョン 1.3 (p. 385)
• OpenSearch バージョン 1.2 (p. 386)
• OpenSearch バージョン 1.1 (p. 387)
• OpenSearch バージョン 1.0 (p. 388)
• Elasticsearch バージョン 7.10 (p. 389)
• Elasticsearch バージョン 7.9 (p. 391)
• Elasticsearch バージョン 7.8 (p. 392)
• Elasticsearch バージョン 7.7 (p. 393)
• Elasticsearch バージョン 7.4 (p. 394)
• Elasticsearch バージョン 7.1 (p. 395)
• Elasticsearch バージョン 6.8 (p. 396)
• Elasticsearch バージョン 6.7 (p. 397)
• Elasticsearch バージョン 6.5 (p. 398)
• Elasticsearch バージョン 6.4 (p. 398)
• Elasticsearch バージョン 6.3 (p. 399)
• Elasticsearch バージョン 6.2 (p. 400)
• Elasticsearch バージョン 6.0 (p. 401)
• Elasticsearch バージョン 5.6 (p. 402)
• Elasticsearch バージョン 5.5 (p. 403)
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• Elasticsearch バージョン 5.3 (p. 404)
• Elasticsearch バージョン 5.1 (p. 405)
• Elasticsearch バージョン 2.3 (p. 405)
• Elasticsearch バージョン 1.5 (p. 406)

API の重要な相違点
設定と統計
OpenSearch Service は、「フラットな」設定フォームを使用する _cluster/settings API への PUT
リクエストのみを受け入れます。拡張設定フォームを使用するリクエストは拒否します。
// Accepted
PUT _cluster/settings
{
"persistent" : {
"action.auto_create_index" : false
}
}
// Rejected
PUT _cluster/settings
{
"persistent": {
"action": {
"auto_create_index": false
}
}
}

高レベル Java REST クライアントは拡張フォームを使用するため、設定リクエストを送信する必要がある
場合は、低レベルクライアントを使用します。
Elasticsearch 5.3 まで、OpenSearch Service ドメインに対する _cluster/settings API では、HTTP
PUT メソッドのみがサポートされており、GET メソッドはサポートされていませんでした。OpenSearch
およびより新しいバージョンの Elasticsearch では、以下の例に示すように、GET メソッドもサポートされ
るようになっています。
GET https://domain-name.region.es.amazonaws.com/_cluster/settings?pretty

戻り値の例を次に示します。
{

"persistent": {
"cluster": {
"routing": {
"allocation": {
"cluster_concurrent_rebalance": "2",
"node_concurrent_recoveries": "2",
"disk": {
"watermark": {
"low": "1.35gb",
"flood_stage": "0.45gb",
"high": "0.9gb"
}
},
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}

}

}

"node_initial_primarirecoveries": "4"

}
},
"indices": {
"recovery": {
"max_bytper_sec": "40mb"
}
}

オープンソース OpenSearch クラスターと OpenSearch Service からの応答を特定の設定および統計
API の応答について比較した場合、不足しているフィールドに気付くかもしれません。OpenSearch
Service は、サービス内部を公開する特定の情報 (_nodes/stats からのファイルシステムデータパス
や、_nodes からのオペレーティングシステム名およびバージョンなど) を編集します。

縮小
_shrink API により、アップグレード、設定変更、ドメインの削除が失敗する場合がありま
す。Elasticsearch バージョン 5.3 または 5.1 を実行するドメインでは、使用しないことをお勧めします。
これらのバージョンは収縮させたインデックススナップショットの復元の失敗を引き起こす可能性がある
バグがあります。
他の Elasticsearch または OpenSearch バージョンの _shrink API を使用している場合は、縮小操作を開
始する前に次のリクエストを作成します。
PUT https://domain-name.region.es.amazonaws.com/source-index/_settings
{
"settings": {
"index.routing.allocation.require._name": "name-of-the-node-to-shrink-to",
"index.blocks.read_only": true
}
}

縮小操作の完了後に次のリクエストを作成します。
PUT https://domain-name.region.es.amazonaws.com/source-index/_settings
{
"settings": {
"index.routing.allocation.require._name": null,
"index.blocks.read_only": false
}
}
PUT https://domain-name.region.es.amazonaws.com/shrunken-index/_settings
{
"settings": {
"index.routing.allocation.require._name": null,
"index.blocks.read_only": false
}
}

Opensearch バージョン 1.3
OpenSearch 1.3 では、OpenSearch Service は次のオペレーションをサポートしています。ほとんどの
オペレーションについては、OpenSearch REST API リファレンスか、または特定のプラグインの API リ
ファレンスを参照してください。
API バージョン 2015-01-01
385

Amazon OpenSearch Service デベロッパーガイド
OpenSearch バージョン 1.2

• インデックスパス内のすべての
オペレーション (/index-name/
_forcemerge、/index-name/
update/id、および /indexname/_close など)
• /_alias

• /_delete_by_query

1

• /_refresh

1

• /_explain
• /_field_caps

• /_reindex
• /_render

• /_field_stats

• /_resolve/index

• /_flush
• /_ingest/pipeline

• /_rollover
3
• /_scripts

• /_all
• /_analyze

• /_ltr
• /_mapping

• /_search
• /_search profile

• /_bulk
• /_cat (/_cat/nodeattrs を除く)

• /_mget

• /_shard_stores

• /_msearch

• /_shrink

• /_cluster/allocation/
explain

• /_mtermvectors
• /_nodes

• /_snapshot
• /_split

• /_cluster/health

• /_plugins/
_asynchronous_search

• /_stats

• /_plugins/_alerting

• /_tasks

• /_aliases

• /_cluster/pending_tasks
• /_cluster/settings を使用する
4
複数のプロパティ :

• /_plugins/
_anomaly_detection
• action.auto_create_index
•
/_plugins/_ism
• action.search.shard_count.limit
• /_plugins/_ml
• indices.breaker.fielddata.limit

2

5

• /_status
• /_template
• /_update_by_query

1

• /_validate

• /_plugins/_ppl
• indices.breaker.request.limit
• indices.breaker.total.limit • /_plugins/_security

• cluster.max_shards_per_node • /_plugins/_sql
• /_percolate
• /_cluster/state
• /_rank_eval
• /_cluster/stats
• /_count
• /_dashboards

1. クラスター設定を変更すると、これらの操作が完了する前に中断される可能性があります。リクエスト
が正常に完了したことを確認するには、これらの操作とともに /_tasks 操作を使用することをお勧め
します。
2. メッセージ本文の /_search/scroll に対する DELETE リクエストでは、"Content-Length" を
HTTP ヘッダーに指定する必要があります。ほとんどのクライアントでは、このヘッダーがデフォルト
で追加されます。scroll_id 値で = 文字に関する問題を回避するには、クエリ文字列ではなくリクエ
ストボディを使用して、scroll_id 値を OpenSearch Service に渡します。
3. スクリプトの使用に関する考慮事項については、「the section called “サポートされている他のリソー
ス” (p. 418)」を参照してください。
4. PUT メソッドを参照してください。GET メソッドの詳細については、「the section called “API の重要
な相違点” (p. 384)」を参照してください。このリストは、OpenSearch Service がサポートする汎用
OpenSearch オペレーションのみを参照し、異常検出や ISM などのプラグイン固有のサポートされてい
るオペレーションは含まれません。
5. 「the section called “縮小” (p. 385)」を参照してください。

OpenSearch バージョン 1.2
OpenSearch 1.2 では、OpenSearch Service は次のオペレーションをサポートしています。ほとんどの
オペレーションについては、OpenSearch REST API リファレンスか、または特定のプラグインの API リ
ファレンスを参照してください。
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• インデックスパス内のすべての
オペレーション (/index-name/
_forcemerge、/index-name/
update/id、および /indexname/_close など)
• /_alias

• /_delete_by_query

1

• /_refresh

1

• /_explain
• /_field_caps

• /_reindex
• /_render

• /_field_stats

• /_resolve/index

• /_flush
• /_ingest/pipeline

• /_rollover
3
• /_scripts

• /_all
• /_analyze

• /_ltr
• /_mapping

• /_search
• /_search profile

• /_bulk
• /_cat (/_cat/nodeattrs を除く)

• /_mget

• /_shard_stores

• /_msearch

• /_shrink

• /_cluster/allocation/
explain

• /_mtermvectors
• /_nodes

• /_snapshot
• /_split

• /_cluster/health

• /_plugins/
_asynchronous_search

• /_stats

• /_plugins/_alerting

• /_tasks

• /_aliases

• /_cluster/pending_tasks
• /_cluster/settings を使用する
4
複数のプロパティ :

• /_plugins/
_anomaly_detection
• action.auto_create_index
•
/_plugins/_ism
• action.search.shard_count.limit
• /_plugins/_ppl
• indices.breaker.fielddata.limit

2

5

• /_status
• /_template
• /_update_by_query

1

• /_validate

• /_plugins/_security
• indices.breaker.request.limit
• indices.breaker.total.limit • /_plugins/_sql

• cluster.max_shards_per_node • /_percolate
• /_rank_eval
• /_cluster/state
• /_cluster/stats
• /_count
• /_dashboards

1. クラスター設定を変更すると、これらの操作が完了する前に中断される可能性があります。リクエスト
が正常に完了したことを確認するには、これらの操作とともに /_tasks 操作を使用することをお勧め
します。
2. メッセージ本文の /_search/scroll に対する DELETE リクエストでは、"Content-Length" を
HTTP ヘッダーに指定する必要があります。ほとんどのクライアントでは、このヘッダーがデフォルト
で追加されます。scroll_id 値で = 文字に関する問題を回避するには、クエリ文字列ではなくリクエ
ストボディを使用して、scroll_id 値を OpenSearch Service に渡します。
3. スクリプトの使用に関する考慮事項については、「the section called “サポートされている他のリソー
ス” (p. 418)」を参照してください。
4. PUT メソッドを参照してください。GET メソッドの詳細については、「the section called “API の重要
な相違点” (p. 384)」を参照してください。このリストは、OpenSearch Service がサポートする汎用
OpenSearch オペレーションのみを参照し、異常検出や ISM などのプラグイン固有のサポートされてい
るオペレーションは含まれません。
5. 「the section called “縮小” (p. 385)」を参照してください。

OpenSearch バージョン 1.1
OpenSearch 1.1 では、OpenSearch Service は次のオペレーションをサポートしています。ほとんどの
オペレーションについては、OpenSearch REST API リファレンスか、または特定のプラグインの API リ
ファレンスを参照してください。
API バージョン 2015-01-01
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• インデックスパス内のすべての
オペレーション (/index-name/
_forcemerge、/index-name/
update/id、および /indexname/_close など)
• /_alias

• /_delete_by_query

1

• /_refresh

1

• /_explain
• /_field_caps

• /_reindex
• /_render

• /_field_stats

• /_resolve/index

• /_flush
• /_ingest/pipeline

• /_rollover
3
• /_scripts

• /_all
• /_analyze

• /_ltr
• /_mapping

• /_search
• /_search profile

• /_bulk
• /_cat (/_cat/nodeattrs を除く)

• /_mget

• /_shard_stores

• /_msearch

• /_shrink

• /_cluster/allocation/
explain

• /_mtermvectors
• /_nodes

• /_snapshot
• /_split

• /_cluster/health

• /_plugins/
_asynchronous_search

• /_stats

• /_plugins/_alerting

• /_tasks

• /_aliases

• /_cluster/pending_tasks
• /_cluster/settings を使用する
4
複数のプロパティ :

• /_plugins/
_anomaly_detection
• action.auto_create_index
•
/_plugins/_ism
• action.search.shard_count.limit
• /_plugins/_ppl
• indices.breaker.fielddata.limit

2

5

• /_status
• /_template
• /_update_by_query

1

• /_validate

• /_plugins/_security
• indices.breaker.request.limit
• indices.breaker.total.limit • /_plugins/_sql

• cluster.max_shards_per_node • /_plugins/_transforms
• /_percolate
• /_cluster/state
• /_rank_eval
• /_cluster/stats
• /_count
• /_dashboards
1. クラスター設定を変更すると、これらの操作が完了する前に中断される可能性があります。リクエスト
が正常に完了したことを確認するには、これらの操作とともに /_tasks 操作を使用することをお勧め
します。
2. メッセージ本文の /_search/scroll に対する DELETE リクエストでは、"Content-Length" を
HTTP ヘッダーに指定する必要があります。ほとんどのクライアントでは、このヘッダーがデフォルト
で追加されます。scroll_id 値で = 文字に関する問題を回避するには、クエリ文字列ではなくリクエ
ストボディを使用して、scroll_id 値を OpenSearch Service に渡します。
3. スクリプトの使用に関する考慮事項については、「the section called “サポートされている他のリソー
ス” (p. 418)」を参照してください。
4. PUT メソッドを参照してください。GET メソッドの詳細については、「the section called “API の重要
な相違点” (p. 384)」を参照してください。このリストは、OpenSearch Service がサポートする汎用
OpenSearch オペレーションのみを参照し、異常検出や ISM などのプラグイン固有のサポートされてい
るオペレーションは含まれません。
5. 「the section called “縮小” (p. 385)」を参照してください。

OpenSearch バージョン 1.0
OpenSearch 1.0 では、OpenSearch Service は次のオペレーションをサポートしています。ほとんどの
オペレーションについては、OpenSearch REST API リファレンスか、または特定のプラグインの API リ
ファレンスを参照してください。
API バージョン 2015-01-01
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• インデックスパス内のすべての
オペレーション (/index-name/
_forcemerge、/index-name/
update/id、および /indexname/_close など)
• /_alias

• /_delete_by_query

1

• /_refresh

1

• /_explain
• /_field_caps

• /_reindex
• /_render

• /_field_stats

• /_resolve/index

• /_flush
• /_ingest/pipeline

• /_rollover
3
• /_scripts

• /_all
• /_analyze

• /_ltr
• /_mapping

• /_search
• /_search profile

• /_bulk
• /_cat (/_cat/nodeattrs を除く)

• /_mget

• /_shard_stores

• /_msearch

• /_shrink

• /_cluster/allocation/
explain

• /_mtermvectors
• /_nodes

• /_snapshot
• /_split

• /_cluster/health

• /_plugins/
_asynchronous_search

• /_stats

• /_plugins/_alerting

• /_tasks

• /_aliases

• /_cluster/pending_tasks
• /_cluster/settings を使用する
4
複数のプロパティ :

• /_plugins/
_anomaly_detection
• action.auto_create_index
•
/_plugins/_ism
• action.search.shard_count.limit
• /_plugins/_ppl
• indices.breaker.fielddata.limit

2

5

• /_status
• /_template
• /_update_by_query

1

• /_validate

• /_plugins/_security
• indices.breaker.request.limit
• indices.breaker.total.limit • /_plugins/_sql

• cluster.max_shards_per_node • /_plugins/_transforms
• /_percolate
• /_cluster/state
• /_rank_eval
• /_cluster/stats
• /_count
• /_dashboards
1. クラスター設定を変更すると、これらの操作が完了する前に中断される可能性があります。リクエスト
が正常に完了したことを確認するには、これらの操作とともに /_tasks 操作を使用することをお勧め
します。
2. メッセージ本文の /_search/scroll に対する DELETE リクエストでは、"Content-Length" を
HTTP ヘッダーに指定する必要があります。ほとんどのクライアントでは、このヘッダーがデフォルト
で追加されます。scroll_id 値で = 文字に関する問題を回避するには、クエリ文字列ではなくリクエ
ストボディを使用して、scroll_id 値を OpenSearch Service に渡します。
3. スクリプトの使用に関する考慮事項については、「the section called “サポートされている他のリソー
ス” (p. 418)」を参照してください。
4. PUT メソッドを参照してください。GET メソッドの詳細については、「the section called “API の重要
な相違点” (p. 384)」を参照してください。このリストは、OpenSearch Service がサポートする汎用
OpenSearch オペレーションのみを参照し、異常検出や ISM などのプラグイン固有のサポートされてい
るオペレーションは含まれません。
5. 「the section called “縮小” (p. 385)」を参照してください。

Elasticsearch バージョン 7.10
Elasticsearch 7.10 では、OpenSearch Service は次のオペレーションをサポートします。
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• インデックスパス内のすべての
オペレーション (/index-name/
_forcemerge、/index-name/
update/id、および /indexname/_close など)
• /_alias

• /_delete_by_query

1

• /_refresh

1

• /_explain
• /_field_caps

• /_reindex
• /_render

• /_field_stats

• /_resolve/index

• /_flush
6
• /_index_template

• /_rollover
3
• /_scripts

• /_all
• /_analyze

• /_ingest/pipeline
• /_index_template

• /_search
• /_search profile

• /_bulk
• /_cat (/_cat/nodeattrs を除く)

• /_ltr

• /_shard_stores

• /_mapping

• /_shrink

• /_cluster/allocation/
explain

• /_mget
• /_msearch

• /_snapshot
• /_split

• /_cluster/health

• /_mtermvectors

• /_stats

• /_cluster/pending_tasks

• /_nodes

• /_status

• /_cluster/settings を使用する
4
複数のプロパティ :

• /_opendistro/
_alerting

• /_tasks

• /_aliases

• action.auto_create_index
• /_opendistro/
_asynchronous_search
• action.search.shard_count.limit
•
/_opendistro/
• indices.breaker.fielddata.limit
_anomaly_detection
• indices.breaker.request.limit
• /_opendistro/_ism
• indices.breaker.total.limit
• /_opendistro/_ppl
• cluster.max_shards_per_node
• /_opendistro/
• /_cluster/state
_security
• /_cluster/stats
• /_opendistro/_sql
• /_count
• /_percolate

2

5

• /_template

6

• /_update_by_query

1

• /_validate

• /_plugin/kibana
• /_plugins/
_replication
• /_rank_eval
1. クラスター設定を変更すると、これらの操作が完了する前に中断される可能性があります。リクエスト
が正常に完了したことを確認するには、これらの操作とともに /_tasks 操作を使用することをお勧め
します。
2. メッセージ本文の /_search/scroll に対する DELETE リクエストでは、"Content-Length" を
HTTP ヘッダーに指定する必要があります。ほとんどのクライアントでは、このヘッダーがデフォルト
で追加されます。scroll_id 値で = 文字に関する問題を回避するには、クエリ文字列ではなくリクエ
ストボディを使用して、scroll_id 値を OpenSearch Service に渡します。
3. スクリプトの使用に関する考慮事項については、「the section called “サポートされている他のリソー
ス” (p. 418)」を参照してください。
4. PUT メソッドを参照してください。GET メソッドの詳細については、「the section called “API の重要
な相違点” (p. 384)」を参照してください。このリストは、OpenSearch Service がサポートする汎用
Elasticsearch オペレーションのみを参照し、異常検出や ISM などのプラグイン固有のサポートされて
いるオペレーションは含まれません。
5. 「the section called “縮小” (p. 385)」を参照してください。
6. レガシーインデックステンプレート (_template) は、Elasticsearch 7.8 で開始する組み合わせ可能な
テンプレート (_index_template) によって置き換えられました。組み合わせ可能なテンプレートは、
API バージョン 2015-01-01
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レガシーのテンプレートよりも優先されます。指定されたインデックスに一致する組み合わせ可能なテ
ンプレートがない場合、レガシーテンプレートは引き続き一致して、適用できます。_template オペ
レーションは OpenSearch および以降のバージョンの Elasticsearch OSS でも動作しますが、2 つのテ
ンプレートタイプに対する GET 呼び出しは異なる結果を返します。

Elasticsearch バージョン 7.9
Elasticsearch 7.9 では、OpenSearch Service は次のオペレーションをサポートします。
• インデックスパス内のすべての
オペレーション (/index-name/
_forcemerge、/index-name/
update/id、および /indexname/_close など)
• /_alias

• /_delete_by_query

1

• /_refresh

1

• /_explain
• /_field_caps

• /_reindex
• /_render

• /_field_stats

• /_resolve/index

• /_flush
6
• /_index_template

• /_rollover
3
• /_scripts

• /_all
• /_analyze

• /_ingest/pipeline
• /_ltr

• /_search
• /_search profile

• /_bulk
• /_cat (/_cat/nodeattrs を除く)

• /_mapping

• /_shard_stores

• /_mget

• /_shrink

• /_cluster/allocation/
explain

• /_msearch
• /_mtermvectors

• /_snapshot
• /_split

• /_cluster/health

• /_nodes

• /_stats

• /_cluster/pending_tasks

• /_opendistro/
_alerting

• /_status

• /_aliases

• /_cluster/settings を使用する
4
複数のプロパティ :

• /_opendistro/
_anomaly_detection
• action.auto_create_index
• /_opendistro/_ism
• action.search.shard_count.limit
• /_opendistro/_ppl
• indices.breaker.fielddata.limit

2

5

• /_tasks
• /_template

6

• /_update_by_query

1

• /_validate

• /_opendistro/
• indices.breaker.request.limit
_security
• indices.breaker.total.limit
• /_opendistro/_sql
• cluster.max_shards_per_node
• /_percolate
• /_cluster/state
• /_plugin/kibana
• /_cluster/stats
• /_rank_eval
• /_count

1. クラスター設定を変更すると、これらの操作が完了する前に中断される可能性があります。リクエスト
が正常に完了したことを確認するには、これらの操作とともに /_tasks 操作を使用することをお勧め
します。
2. メッセージ本文の /_search/scroll に対する DELETE リクエストでは、"Content-Length" を
HTTP ヘッダーに指定する必要があります。ほとんどのクライアントでは、このヘッダーがデフォルト
で追加されます。scroll_id 値で = 文字に関する問題を回避するには、クエリ文字列ではなくリクエ
ストボディを使用して、scroll_id 値を OpenSearch Service に渡します。
3. スクリプトの使用に関する考慮事項については、「the section called “サポートされている他のリソー
ス” (p. 418)」を参照してください。
4. PUT メソッドを参照してください。GET メソッドの詳細については、「the section called “API の重要
な相違点” (p. 384)」を参照してください。このリストは、OpenSearch Service がサポートする汎用
API バージョン 2015-01-01
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OpenSearch オペレーションのみを参照し、異常検出や ISM などのプラグイン固有のサポートされてい
るオペレーションは含まれません。
5. 「the section called “縮小” (p. 385)」を参照してください。
6. レガシーインデックステンプレート (_template) は、Elasticsearch 7.8 で開始する組み合わせ可能な
テンプレート (_index_template) によって置き換えられました。組み合わせ可能なテンプレートは、
レガシーのテンプレートよりも優先されます。指定されたインデックスに一致する組み合わせ可能なテ
ンプレートがない場合、レガシーテンプレートは引き続き一致して、適用できます。_template オペ
レーションは OpenSearch および以降のバージョンの Elasticsearch OSS でも動作しますが、2 つのテ
ンプレートタイプに対する GET 呼び出しは異なる結果を返します。

Elasticsearch バージョン 7.8
Elasticsearch 7.8 では、OpenSearch Service は次のオペレーションをサポートします。
• インデックスパス内のすべての
オペレーション (/index-name/
_forcemerge、/index-name/
update/id、および /indexname/_close など)
• /_alias

• /_cluster/state

• /_refresh

• /_cluster/stats
• /_count

• /_reindex
• /_render

• /_delete_by_query

1

1

• /_rollover
3

• /_explain
• /_field_caps

• /_scripts
2
• /_search

• /_all
• /_analyze

• /_field_stats
• /_flush

• /_search profile
• /_shard_stores

• /_bulk
• /_cat (/_cat/nodeattrs を除く)

• /_index_template

• /_shrink

• /_ingest/pipeline

• /_snapshot

• /_cluster/allocation/
explain

• /_ltr
• /_mapping

• /_split
• /_stats

• /_cluster/health

• /_mget

• /_status

• /_cluster/pending_tasks

• /_msearch

• /_tasks

• /_cluster/settings を使用する
4
複数のプロパティ :

• /_mtermvectors

• /_template

• /_nodes

• /_update_by_query

• /_aliases

6

• action.auto_create_index
• /_opendistro/
• action.search.shard_count.limit
_alerting

5

6
1

• /_validate

• indices.breaker.fielddata.limit
• /_opendistro/
• indices.breaker.request.limit_anomaly_detection
• indices.breaker.total.limit • /_opendistro/_ism
• cluster.max_shards_per_node • /_opendistro/
_security
• /_opendistro/_sql
• /_percolate
• /_plugin/kibana
• /_rank_eval
1. クラスター設定を変更すると、これらの操作が完了する前に中断される可能性があります。リクエスト
が正常に完了したことを確認するには、これらの操作とともに /_tasks 操作を使用することをお勧め
します。
2. メッセージ本文の /_search/scroll に対する DELETE リクエストでは、"Content-Length" を
HTTP ヘッダーに指定する必要があります。ほとんどのクライアントでは、このヘッダーがデフォルト
API バージョン 2015-01-01
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で追加されます。scroll_id 値で = 文字に関する問題を回避するには、クエリ文字列ではなくリクエ
ストボディを使用して、scroll_id 値を OpenSearch Service に渡します。
3. スクリプトの使用に関する考慮事項については、「the section called “サポートされている他のリソー
ス” (p. 418)」を参照してください。
4. PUT メソッドを参照してください。GET メソッドの詳細については、「the section called “API の重要
な相違点” (p. 384)」を参照してください。このリストは、OpenSearch Service がサポートする汎用
Elasticsearch オペレーションのみを参照し、異常検出や ISM などのプラグイン固有のサポートされて
いるオペレーションは含まれません。
5. 「the section called “縮小” (p. 385)」を参照してください。
6. レガシーインデックステンプレート (_template) は、Elasticsearch 7.8 で開始する組み合わせ可能な
テンプレート (_index_template) によって置き換えられました。組み合わせ可能なテンプレートは、
レガシーのテンプレートよりも優先されます。指定されたインデックスに一致する組み合わせ可能なテ
ンプレートがない場合、レガシーテンプレートは引き続き一致して、適用できます。_template オペ
レーションは OpenSearch および以降のバージョンの Elasticsearch OSS でも動作しますが、2 つのテ
ンプレートタイプに対する GET 呼び出しは異なる結果を返します。

Elasticsearch バージョン 7.7
Elasticsearch 7.7 では、OpenSearch Service は次のオペレーションをサポートします。
• インデックスパス内のすべての
オペレーション (/index-name/
_forcemerge、/index-name/
update/id、および /indexname/_close など)
• /_alias

• /_cluster/state

• /_refresh

• /_cluster/stats
• /_count

• /_reindex
• /_render

• /_delete_by_query

1

1

• /_rollover
3

• /_explain
• /_field_caps

• /_scripts
2
• /_search

• /_all
• /_analyze

• /_field_stats
• /_flush

• /_search profile
• /_shard_stores

• /_bulk
• /_cat (/_cat/nodeattrs を除く)

• /_ingest/pipeline

• /_shrink

• /_ltr

• /_snapshot

• /_cluster/allocation/
explain

• /_mapping
• /_mget

• /_split
• /_stats

• /_cluster/health

• /_msearch

• /_status

• /_cluster/pending_tasks

• /_mtermvectors

• /_tasks

• /_cluster/settings を使用する
4
複数のプロパティ :

• /_nodes

• /_template

• /_opendistro/
_alerting

• /_update_by_query

• /_aliases

• action.auto_create_index
• action.search.shard_count.limit
• /_opendistro/
_anomaly_detection
• indices.breaker.fielddata.limit
• /_opendistro/_ism
• indices.breaker.request.limit
• indices.breaker.total.limit • /_opendistro/
_security
• cluster.max_shards_per_node
• /_opendistro/_sql
• /_percolate
• /_plugin/kibana
• /_rank_eval
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1. クラスター設定を変更すると、これらの操作が完了する前に中断される可能性があります。リクエスト
が正常に完了したことを確認するには、これらの操作とともに /_tasks 操作を使用することをお勧め
します。
2. メッセージ本文の /_search/scroll に対する DELETE リクエストでは、"Content-Length" を
HTTP ヘッダーに指定する必要があります。ほとんどのクライアントでは、このヘッダーがデフォルト
で追加されます。scroll_id 値で = 文字に関する問題を回避するには、クエリ文字列ではなくリクエ
ストボディを使用して、scroll_id 値を OpenSearch Service に渡します。
3. スクリプトの使用に関する考慮事項については、「the section called “サポートされている他のリソー
ス” (p. 418)」を参照してください。
4. PUT メソッドを参照してください。GET メソッドの詳細については、「the section called “API の重要
な相違点” (p. 384)」を参照してください。このリストは、OpenSearch Service がサポートする汎用
Elasticsearch オペレーションのみを参照し、異常検出や ISM などのプラグイン固有のサポートされて
いるオペレーションは含まれません。
5. 「the section called “縮小” (p. 385)」を参照してください。

Elasticsearch バージョン 7.4
Elasticsearch 7.4 では、OpenSearch Service は次のオペレーションをサポートします。
• インデックスパス内のすべての
オペレーション (/index-name/
_forcemerge、/index-name/
update/id、および /indexname/_close など)
• /_alias

• /_cluster/state

• /_refresh

• /_cluster/stats
• /_count

• /_reindex
• /_render

• /_delete_by_query

1

1

• /_rollover
3

• /_explain
• /_field_caps

• /_scripts
2
• /_search

• /_all
• /_analyze

• /_field_stats
• /_flush

• /_search profile
• /_shard_stores

• /_bulk
• /_cat (/_cat/nodeattrs を除く)

• /_ingest/pipeline

• /_shrink

• /_mapping

• /_snapshot

• /_cluster/allocation/
explain

• /_mget
• /_msearch

• /_split
• /_stats

• /_cluster/health

• /_mtermvectors

• /_status

• /_cluster/pending_tasks

• /_nodes

• /_tasks

• /_cluster/settings を使用する
4
複数のプロパティ :

• /_opendistro/
_alerting

• /_template

• /_aliases

• action.auto_create_index
• /_opendistro/
_anomaly_detection
• action.search.shard_count.limit
• /_opendistro/_ism
• indices.breaker.fielddata.limit

5

• /_update_by_query

1

• /_validate

• /_opendistro/
• indices.breaker.request.limit
_security
• indices.breaker.total.limit
• /_opendistro/_sql
• cluster.max_shards_per_node
• /_percolate
• /_plugin/kibana
• /_rank_eval

1. クラスター設定を変更すると、これらの操作が完了する前に中断される可能性があります。リクエスト
が正常に完了したことを確認するには、これらの操作とともに /_tasks 操作を使用することをお勧め
します。
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2. メッセージ本文の /_search/scroll に対する DELETE リクエストでは、"Content-Length" を
HTTP ヘッダーに指定する必要があります。ほとんどのクライアントでは、このヘッダーがデフォルト
で追加されます。scroll_id 値で = 文字に関する問題を回避するには、クエリ文字列ではなくリクエ
ストボディを使用して、scroll_id 値を OpenSearch Service に渡します。
3. スクリプトの使用に関する考慮事項については、「the section called “サポートされている他のリソー
ス” (p. 418)」を参照してください。
4. PUT メソッドを参照してください。GET メソッドの詳細については、「the section called “API の重要
な相違点” (p. 384)」を参照してください。このリストは、OpenSearch Service がサポートする汎用
Elasticsearch オペレーションのみを参照し、異常検出や ISM などのプラグイン固有のサポートされて
いるオペレーションは含まれません。
5. 「the section called “縮小” (p. 385)」を参照してください。

Elasticsearch バージョン 7.1
Elasticsearch 7.1 では、OpenSearch Service は次のオペレーションをサポートします。
• インデックスパス内のすべての
オペレーション (/index-name/
_forcemerge および /indexname/update/id など)、/indexname/_close を除く
• /_alias

• /_cluster/state

• /_refresh

• /_cluster/stats
• /_count

• /_reindex
• /_render

• /_delete_by_query

1

1

• /_rollover
3

• /_explain
• /_field_caps

• /_scripts
2
• /_search

• /_all
• /_analyze

• /_field_stats
• /_flush

• /_search profile
• /_shard_stores

• /_bulk
• /_cat (/_cat/nodeattrs を除く)

• /_ingest/pipeline

• /_shrink

• /_mapping

• /_snapshot

• /_cluster/allocation/
explain

• /_mget
• /_msearch

• /_split
• /_stats

• /_cluster/health

• /_mtermvectors

• /_status

• /_cluster/pending_tasks

• /_nodes

• /_tasks

• /_cluster/settings を使用する
4
複数のプロパティ :

• /_opendistro/
_alerting

• /_template

• /_aliases

• action.auto_create_index
• /_opendistro/_ism
• action.search.shard_count.limit
• /_opendistro/
_security
• indices.breaker.fielddata.limit

5

• /_update_by_query

1

• /_validate

• /_opendistro/_sql
• indices.breaker.request.limit
• indices.breaker.total.limit • /_percolate
• cluster.max_shards_per_node • /_plugin/kibana
• /_rank_eval

1. クラスター設定を変更すると、これらの操作が完了する前に中断される可能性があります。リクエスト
が正常に完了したことを確認するには、これらの操作とともに /_tasks 操作を使用することをお勧め
します。
2. メッセージ本文の /_search/scroll に対する DELETE リクエストでは、"Content-Length" を
HTTP ヘッダーに指定する必要があります。ほとんどのクライアントでは、このヘッダーがデフォルト
で追加されます。scroll_id 値で = 文字に関する問題を回避するには、クエリ文字列ではなくリクエ
ストボディを使用して、scroll_id 値を OpenSearch Service に渡します。
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3. スクリプトの使用に関する考慮事項については、「the section called “サポートされている他のリソー
ス” (p. 418)」を参照してください。
4. PUT メソッドを参照してください。GET メソッドの詳細については、「the section called “API の重要
な相違点” (p. 384)」を参照してください。このリストは、OpenSearch Service がサポートする汎用
Elasticsearch オペレーションのみを参照し、異常検出や ISM などのプラグイン固有のサポートされて
いるオペレーションは含まれません。
5. 「the section called “縮小” (p. 385)」を参照してください。

Elasticsearch バージョン 6.8
Elasticsearch 6.8 では、OpenSearch Service は次のオペレーションをサポートします。
• インデックスパス内のすべての
オペレーション (/index-name/
_forcemerge および /indexname/update/id など)、/indexname/_close を除く
• /_alias

• /_cluster/state

• /_refresh

• /_cluster/stats
• /_count

• /_reindex
• /_render

• /_delete_by_query

1

1

• /_rollover
3

• /_explain
• /_field_caps

• /_scripts
2
• /_search

• /_all
• /_analyze

• /_field_stats
• /_flush

• /_search profile
• /_shard_stores

• /_bulk
• /_cat (/_cat/nodeattrs を除く)

• /_ingest/pipeline

• /_shrink

• /_mapping

• /_snapshot

• /_cluster/allocation/
explain

• /_mget
• /_msearch

• /_split
• /_stats

• /_cluster/health

• /_mtermvectors

• /_status

• /_cluster/pending_tasks

• /_nodes

• /_tasks

• /_cluster/settings を使用する
4
複数のプロパティ :

• /_opendistro/
_alerting

• /_template

• /_aliases

• action.auto_create_index
• /_opendistro/_ism
• action.search.shard_count.limit
• /_opendistro/
_security
• indices.breaker.fielddata.limit

5

• /_update_by_query

1

• /_validate

• /_opendistro/_sql
• indices.breaker.request.limit
• indices.breaker.total.limit • /_percolate
• cluster.max_shards_per_node • /_plugin/kibana
• /_rank_eval
• cluster.blocks.read_only

1. クラスター設定を変更すると、これらの操作が完了する前に中断される可能性があります。リクエスト
が正常に完了したことを確認するには、これらの操作とともに /_tasks 操作を使用することをお勧め
します。
2. メッセージ本文の /_search/scroll に対する DELETE リクエストでは、"Content-Length" を
HTTP ヘッダーに指定する必要があります。ほとんどのクライアントでは、このヘッダーがデフォルト
で追加されます。scroll_id 値で = 文字に関する問題を回避するには、クエリ文字列ではなくリクエ
ストボディを使用して、scroll_id 値を OpenSearch Service に渡します。
3. スクリプトの使用に関する考慮事項については、「the section called “サポートされている他のリソー
ス” (p. 418)」を参照してください。
4. PUT メソッドを参照してください。GET メソッドの詳細については、「the section called “API の重要
な相違点” (p. 384)」を参照してください。このリストは、OpenSearch Service がサポートする汎用
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Elasticsearch オペレーションのみを参照し、異常検出や ISM などのプラグイン固有のサポートされて
いるオペレーションは含まれません。
5. 「the section called “縮小” (p. 385)」を参照してください。

Elasticsearch バージョン 6.7
Elasticsearch 6.7 では、OpenSearch Service は次のオペレーションをサポートします。
• インデックスパス内のすべての
オペレーション (/index-name/
_forcemerge および /indexname/update/id など)、/indexname/_close を除く
• /_alias

• /_cluster/state

• /_refresh

• /_cluster/stats
• /_count

• /_reindex
• /_render

• /_delete_by_query

1

1

• /_rollover
3

• /_explain
• /_field_caps

• /_scripts
2
• /_search

• /_all
• /_analyze

• /_field_stats
• /_flush

• /_search profile
• /_shard_stores

• /_bulk
• /_cat (/_cat/nodeattrs を除く)

• /_ingest/pipeline

• /_shrink

• /_mapping

• /_snapshot

• /_cluster/allocation/
explain

• /_mget
• /_msearch

• /_split
• /_stats

• /_cluster/health

• /_mtermvectors

• /_status

• /_cluster/pending_tasks

• /_nodes

• /_tasks

• /_cluster/settings を使用する
4
複数のプロパティ :

• /_opendistro/
_alerting

• /_template

• /_aliases

• action.auto_create_index
• /_opendistro/
_security
• action.search.shard_count.limit
• /_opendistro/_sql
• indices.breaker.fielddata.limit

5

• /_update_by_query

1

• /_validate

• /_percolate
• indices.breaker.request.limit
• indices.breaker.total.limit • /_plugin/kibana
• cluster.max_shards_per_node • /_rank_eval

1. クラスター設定を変更すると、これらの操作が完了する前に中断される可能性があります。リクエスト
が正常に完了したことを確認するには、これらの操作とともに /_tasks 操作を使用することをお勧め
します。
2. メッセージ本文の /_search/scroll に対する DELETE リクエストでは、"Content-Length" を
HTTP ヘッダーに指定する必要があります。ほとんどのクライアントでは、このヘッダーがデフォルト
で追加されます。scroll_id 値で = 文字に関する問題を回避するには、クエリ文字列ではなくリクエ
ストボディを使用して、scroll_id 値を OpenSearch Service に渡します。
3. スクリプトの使用に関する考慮事項については、「the section called “サポートされている他のリソー
ス” (p. 418)」を参照してください。
4. PUT メソッドを参照してください。GET メソッドの詳細については、「the section called “API の重要
な相違点” (p. 384)」を参照してください。このリストは、OpenSearch Service がサポートする汎用
Elasticsearch オペレーションのみを参照し、異常検出や ISM などのプラグイン固有のサポートされて
いるオペレーションは含まれません。
5. 「the section called “縮小” (p. 385)」を参照してください。
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Elasticsearch バージョン 6.5
Elasticsearch 6.5 では、OpenSearch Service は次のオペレーションをサポートします。
• インデックスパス内のすべての
オペレーション (/index-name/
_forcemerge および /indexname/update/id など)、/indexname/_close を除く
• /_alias

• /_cluster/state

• /_refresh

• /_cluster/stats
• /_count

• /_reindex
• /_render

• /_delete_by_query

1

1

• /_rollover
3

• /_explain
• /_field_caps

• /_scripts
2
• /_search

• /_all
• /_analyze

• /_field_stats
• /_flush

• /_search profile
• /_shard_stores

• /_bulk
• /_cat (/_cat/nodeattrs を除く)

• /_ingest/pipeline

• /_shrink

• /_mapping

• /_snapshot

• /_cluster/allocation/
explain

• /_mget
• /_msearch

• /_split
• /_stats

• /_cluster/health

• /_mtermvectors

• /_status

• /_cluster/pending_tasks

• /_nodes

• /_tasks

• /_cluster/settings を使用する
4
複数のプロパティ :

• /_opendistro/
_alerting

• /_template

• /_aliases

• action.auto_create_index
• /_opendistro/_sql
• action.search.shard_count.limit
• /_percolate

5

• /_update_by_query

1

• /_validate

• indices.breaker.fielddata.limit
• /_plugin/kibana
• indices.breaker.request.limit
• /_rank_eval
• indices.breaker.total.limit
1. クラスター設定を変更すると、これらの操作が完了する前に中断される可能性があります。リクエスト
が正常に完了したことを確認するには、これらの操作とともに /_tasks 操作を使用することをお勧め
します。
2. メッセージ本文の /_search/scroll に対する DELETE リクエストでは、"Content-Length" を
HTTP ヘッダーに指定する必要があります。ほとんどのクライアントでは、このヘッダーがデフォルト
で追加されます。scroll_id 値で = 文字に関する問題を回避するには、クエリ文字列ではなくリクエ
ストボディを使用して、scroll_id 値を OpenSearch Service に渡します。
3. スクリプトの使用に関する考慮事項については、「the section called “サポートされている他のリソー
ス” (p. 418)」を参照してください。
4. PUT メソッドを参照してください。GET メソッドの詳細については、「the section called “API の重要
な相違点” (p. 384)」を参照してください。このリストは、OpenSearch Service がサポートする汎用
Elasticsearch オペレーションのみを参照し、異常検出や ISM などのプラグイン固有のサポートされて
いるオペレーションは含まれません。
5. 「the section called “縮小” (p. 385)」を参照してください。

Elasticsearch バージョン 6.4
Elasticsearch 6.4 では、OpenSearch Service は次のオペレーションをサポートします。
• インデックスパス内のすべての
オペレーション (/index-name/

• /_cluster/state
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_forcemerge および /indexname/update/id など)、/indexname/_close を除く
• /_alias
• /_aliases
• /_all
• /_analyze
• /_bulk
• /_cat (/_cat/nodeattrs を除く)
• /_cluster/allocation/
explain
• /_cluster/health
• /_cluster/pending_tasks
• /_cluster/settings を使用する
4
複数のプロパティ :
• action.auto_create_index

1

• /_cluster/stats

• /_reindex

• /_count
1
• /_delete_by_query

• /_render
• /_rollover

• /_explain
• /_field_caps

• /_scripts
2
• /_search

• /_field_stats

• /_search profile

• /_flush
• /_ingest/pipeline

• /_shard_stores
5
• /_shrink

• /_mapping

• /_snapshot

• /_mget

• /_split

• /_msearch
• /_mtermvectors

• /_stats
• /_status

• /_nodes

• /_tasks

• /_opendistro/
_alerting

• /_template

3

• /_update_by_query

• /_percolate
• action.search.shard_count.limit
• /_plugin/kibana
• indices.breaker.fielddata.limit
• /_rank_eval
• indices.breaker.request.limit

1

• /_validate

• indices.breaker.total.limit
1. クラスター設定を変更すると、これらの操作が完了する前に中断される可能性があります。リクエスト
が正常に完了したことを確認するには、これらの操作とともに /_tasks 操作を使用することをお勧め
します。
2. メッセージ本文の /_search/scroll に対する DELETE リクエストでは、"Content-Length" を
HTTP ヘッダーに指定する必要があります。ほとんどのクライアントでは、このヘッダーがデフォルト
で追加されます。scroll_id 値で = 文字に関する問題を回避するには、クエリ文字列ではなくリクエ
ストボディを使用して、scroll_id 値を OpenSearch Service に渡します。
3. スクリプトの使用に関する考慮事項については、「the section called “サポートされている他のリソー
ス” (p. 418)」を参照してください。
4. PUT メソッドを参照してください。GET メソッドの詳細については、「the section called “API の重要
な相違点” (p. 384)」を参照してください。このリストは、OpenSearch Service がサポートする汎用
Elasticsearch オペレーションのみを参照し、異常検出や ISM などのプラグイン固有のサポートされて
いるオペレーションは含まれません。
5. 「the section called “縮小” (p. 385)」を参照してください。

Elasticsearch バージョン 6.3
Elasticsearch 6.3 では、OpenSearch Service は次のオペレーションをサポートします。
• インデックスパス内のすべての
オペレーション (/index-name/
_forcemerge および /indexname/update/id など)、/indexname/_close を除く
• /_alias
• /_aliases

• /_cluster/state

• /_refresh

• /_cluster/stats
• /_count

• /_reindex
• /_render

• /_delete_by_query

1

1

• /_rollover
3

• /_explain
• /_field_caps

• /_scripts
2
• /_search

• /_field_stats

• /_search profile
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• /_all

• /_flush

• /_shard_stores

• /_analyze
• /_bulk

• /_ingest/pipeline
• /_mapping

• /_shrink
• /_snapshot

• /_cat (/_cat/nodeattrs を除く)
• /_cluster/allocation/
explain
• /_cluster/health

• /_mget
• /_msearch

• /_split
• /_stats

• /_mtermvectors

• /_status

• /_nodes
• /_opendistro/
_alerting
• /_percolate

• /_tasks
• /_template

• /_cluster/pending_tasks
• /_cluster/settings を使用する
4
複数のプロパティ :
• action.auto_create_index

5

• /_update_by_query

1

• /_validate

• /_plugin/kibana
• action.search.shard_count.limit
• /_rank_eval
• indices.breaker.fielddata.limit
• indices.breaker.request.limit
• indices.breaker.total.limit

1. クラスター設定を変更すると、これらの操作が完了する前に中断される可能性があります。リクエスト
が正常に完了したことを確認するには、これらの操作とともに /_tasks 操作を使用することをお勧め
します。
2. メッセージ本文の /_search/scroll に対する DELETE リクエストでは、"Content-Length" を
HTTP ヘッダーに指定する必要があります。ほとんどのクライアントでは、このヘッダーがデフォルト
で追加されます。scroll_id 値で = 文字に関する問題を回避するには、クエリ文字列ではなくリクエ
ストボディを使用して、scroll_id 値を OpenSearch Service に渡します。
3. スクリプトの使用に関する考慮事項については、「the section called “サポートされている他のリソー
ス” (p. 418)」を参照してください。
4. PUT メソッドを参照してください。GET メソッドの詳細については、「the section called “API の重要
な相違点” (p. 384)」を参照してください。このリストは、OpenSearch Service がサポートする汎用
Elasticsearch オペレーションのみを参照し、異常検出や ISM などのプラグイン固有のサポートされて
いるオペレーションは含まれません。
5. 「the section called “縮小” (p. 385)」を参照してください。

Elasticsearch バージョン 6.2
Elasticsearch 6.2 では、OpenSearch Service は次のオペレーションをサポートします。
• インデックスパス内のすべての
オペレーション (/index-name/
_forcemerge および /indexname/update/id など)、/indexname/_close を除く
• /_alias

• /_cluster/state

• /_refresh

• /_cluster/stats
• /_count

• /_reindex
• /_render

• /_delete_by_query

1

1

• /_rollover
3

• /_explain
• /_field_caps

• /_scripts
2
• /_search

• /_all
• /_analyze

• /_field_stats
• /_flush

• /_search profile
• /_shard_stores

• /_bulk
• /_cat (/_cat/nodeattrs を除く)

• /_ingest/pipeline

• /_shrink

• /_mapping

• /_snapshot

• /_mget
• /_msearch

• /_split
• /_stats

• /_aliases

• /_cluster/allocation/
explain
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• /_cluster/health

• /_mtermvectors

• /_status

• /_cluster/pending_tasks
• /_cluster/settings を使用する
4
複数のプロパティ :
• action.auto_create_index

• /_nodes
• /_opendistro/
_alerting
• /_percolate

• /_tasks
• /_template
• /_update_by_query
• /_validate

• action.search.shard_count.limit
• /_plugin/kibana
• indices.breaker.fielddata.limit
• /_rank_eval

1

• indices.breaker.request.limit
• indices.breaker.total.limit
1. クラスター設定を変更すると、これらの操作が完了する前に中断される可能性があります。リクエスト
が正常に完了したことを確認するには、これらの操作とともに /_tasks 操作を使用することをお勧め
します。
2. メッセージ本文の /_search/scroll に対する DELETE リクエストでは、"Content-Length" を
HTTP ヘッダーに指定する必要があります。ほとんどのクライアントでは、このヘッダーがデフォルト
で追加されます。scroll_id 値で = 文字に関する問題を回避するには、クエリ文字列ではなくリクエ
ストボディを使用して、scroll_id 値を OpenSearch Service に渡します。
3. スクリプトの使用に関する考慮事項については、「the section called “サポートされている他のリソー
ス” (p. 418)」を参照してください。
4. PUT メソッドを参照してください。GET メソッドの詳細については、「the section called “API の重要
な相違点” (p. 384)」を参照してください。このリストは、OpenSearch Service がサポートする汎用
Elasticsearch オペレーションのみを参照し、異常検出や ISM などのプラグイン固有のサポートされて
いるオペレーションは含まれません。
5. 「the section called “縮小” (p. 385)」を参照してください。

Elasticsearch バージョン 6.0
Elasticsearch 6.0 では、OpenSearch Service は次のオペレーションをサポートします。
• インデックスパス内のすべての
オペレーション (/index-name/
_forcemerge および /indexname/update/id など)、/indexname/_close を除く
• /_alias

• /_cluster/state

• /_render

• /_cluster/stats
• /_count

• /_rollover
3
• /_scripts

• /_delete_by_query

1

• /_search

2

• /_explain
• /_field_caps

• /_search profile
• /_shard_stores

• /_all
• /_analyze

• /_field_stats
• /_flush

• /_shrink
• /_snapshot

• /_bulk
• /_cat (/_cat/nodeattrs を除く)

• /_ingest/pipeline

• /_stats

• /_mapping

• /_status

• /_cluster/allocation/
explain

• /_mget
• /_msearch

• /_tasks
• /_template

• /_cluster/health

• /_mtermvectors

• /_update_by_query

• /_cluster/pending_tasks

• /_nodes

• /_validate

• /_cluster/settings を使用する
4
複数のプロパティ :

• /_percolate

• /_aliases

• action.auto_create_index

• /_plugin/kibana
• /_refresh
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• action.search.shard_count.limit
• /_reindex

1

• indices.breaker.fielddata.limit
• indices.breaker.request.limit
• indices.breaker.total.limit

1. クラスター設定を変更すると、これらの操作が完了する前に中断される可能性があります。リクエスト
が正常に完了したことを確認するには、これらの操作とともに /_tasks 操作を使用することをお勧め
します。
2. メッセージ本文の /_search/scroll に対する DELETE リクエストでは、"Content-Length" を
HTTP ヘッダーに指定する必要があります。ほとんどのクライアントでは、このヘッダーがデフォルト
で追加されます。scroll_id 値で = 文字に関する問題を回避するには、クエリ文字列ではなくリクエ
ストボディを使用して、scroll_id 値を OpenSearch Service に渡します。
3. スクリプトの使用に関する考慮事項については、「the section called “サポートされている他のリソー
ス” (p. 418)」を参照してください。
4. PUT メソッドを参照してください。GET メソッドの詳細については、「the section called “API の重要
な相違点” (p. 384)」を参照してください。このリストは、OpenSearch Service がサポートする汎用
Elasticsearch オペレーションのみを参照し、異常検出や ISM などのプラグイン固有のサポートされて
いるオペレーションは含まれません。
5. 「the section called “縮小” (p. 385)」を参照してください。

Elasticsearch バージョン 5.6
Elasticsearch 5.6 では、OpenSearch Service は次のオペレーションをサポートします。
• インデックスパス内のすべての
オペレーション (/index-name/
_forcemerge および /indexname/update/id など)、/indexname/_close を除く
• /_alias

• /_cluster/state

• /_render

• /_cluster/stats
• /_count

• /_rollover
3
• /_scripts

• /_delete_by_query

1

• /_search

2

• /_explain
• /_field_caps

• /_search profile
• /_shard_stores

• /_all
• /_analyze

• /_field_stats
• /_flush

• /_shrink
• /_snapshot

• /_bulk
• /_cat (/_cat/nodeattrs を除く)

• /_ingest/pipeline

• /_stats

• /_mapping

• /_status

• /_cluster/allocation/
explain

• /_mget
• /_msearch

• /_tasks
• /_template

• /_cluster/health

• /_mtermvectors

• /_update_by_query

• /_cluster/pending_tasks

• /_nodes

• /_validate

• /_cluster/settings を使用する
4
複数のプロパティ :

• /_percolate

• /_aliases

• /_plugin/kibana
• action.auto_create_index
• /_refresh
1
• action.search.shard_count.limit
• /_reindex
• indices.breaker.fielddata.limit
• indices.breaker.request.limit
• indices.breaker.total.limit
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1. クラスター設定を変更すると、これらの操作が完了する前に中断される可能性があります。リクエスト
が正常に完了したことを確認するには、これらの操作とともに /_tasks 操作を使用することをお勧め
します。
2. メッセージ本文の /_search/scroll に対する DELETE リクエストでは、"Content-Length" を
HTTP ヘッダーに指定する必要があります。ほとんどのクライアントでは、このヘッダーがデフォルト
で追加されます。scroll_id 値で = 文字に関する問題を回避するには、クエリ文字列ではなくリクエ
ストボディを使用して、scroll_id 値を OpenSearch Service に渡します。
3. スクリプトの使用に関する考慮事項については、「the section called “サポートされている他のリソー
ス” (p. 418)」を参照してください。
4. PUT メソッドを参照してください。GET メソッドの詳細については、「the section called “API の重要
な相違点” (p. 384)」を参照してください。このリストは、OpenSearch Service がサポートする汎用
Elasticsearch オペレーションのみを参照し、異常検出や ISM などのプラグイン固有のサポートされて
いるオペレーションは含まれません。
5. 「the section called “縮小” (p. 385)」を参照してください。

Elasticsearch バージョン 5.5
Elasticsearch 5.5 では、OpenSearch Service は次のオペレーションをサポートします。
• インデックスパス内のすべての
オペレーション (/index-name/
_forcemerge および /indexname/update/id など)、/indexname/_close を除く
• /_alias

• /_cluster/state

• /_render

• /_cluster/stats
• /_count

• /_rollover
3
• /_scripts

• /_delete_by_query

1

• /_search

2

• /_explain
• /_field_caps

• /_search profile
• /_shard_stores

• /_all
• /_analyze

• /_field_stats
• /_flush

• /_shrink
• /_snapshot

• /_bulk
• /_cat (/_cat/nodeattrs を除く)

• /_ingest/pipeline

• /_stats

• /_mapping

• /_status

• /_cluster/allocation/
explain

• /_mget
• /_msearch

• /_tasks
• /_template

• /_cluster/health

• /_mtermvectors

• /_update_by_query

• /_cluster/pending_tasks

• /_nodes

• /_validate

• /_cluster/settings を使用する
4
複数のプロパティ :

• /_percolate

• /_aliases

5

1

• /_plugin/kibana
• action.auto_create_index
• /_refresh
1
• action.search.shard_count.limit
• /_reindex
• indices.breaker.fielddata.limit
• indices.breaker.request.limit
• indices.breaker.total.limit

1. クラスター設定を変更すると、これらの操作が完了する前に中断される可能性があります。リクエスト
が正常に完了したことを確認するには、これらの操作とともに /_tasks 操作を使用することをお勧め
します。
2. メッセージ本文の /_search/scroll に対する DELETE リクエストでは、"Content-Length" を
HTTP ヘッダーに指定する必要があります。ほとんどのクライアントでは、このヘッダーがデフォルト
で追加されます。scroll_id 値で = 文字に関する問題を回避するには、クエリ文字列ではなくリクエ
ストボディを使用して、scroll_id 値を OpenSearch Service に渡します。
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3. スクリプトの使用に関する考慮事項については、「the section called “サポートされている他のリソー
ス” (p. 418)」を参照してください。
4. PUT メソッドを参照してください。GET メソッドの詳細については、「the section called “API の重要
な相違点” (p. 384)」を参照してください。このリストは、OpenSearch Service がサポートする汎用
Elasticsearch オペレーションのみを参照し、異常検出や ISM などのプラグイン固有のサポートされて
いるオペレーションは含まれません。
5. 「the section called “縮小” (p. 385)」を参照してください。

Elasticsearch バージョン 5.3
Elasticsearch 5.3 では、OpenSearch Service は次のオペレーションをサポートします。
• インデックスパス内のすべての
オペレーション (/index-name/
_forcemerge および /indexname/update/id など)、/indexname/_close を除く
• /_alias

• /_cluster/state

• /_render

• /_cluster/stats
• /_count

• /_rollover
2
• /_search

• /_delete_by_query

1

• /_search profile

• /_explain
• /_field_caps

• /_shard_stores
4
• /_shrink

• /_all
• /_analyze

• /_field_stats
• /_flush

• /_snapshot
• /_stats

• /_bulk
• /_cat (/_cat/nodeattrs を除く)

• /_ingest/pipeline

• /_status

• /_mapping

• /_tasks

• /_cluster/allocation/
explain

• /_mget
• /_msearch

• /_template
1
• /_update_by_query

• /_cluster/health

• /_mtermvectors

• /_validate

• /_cluster/pending_tasks

• /_nodes

• /_cluster/settings を使用する
3
複数のプロパティ :

• /_percolate

• /_aliases

• /_plugin/kibana
• action.auto_create_index
• /_refresh
1
• action.search.shard_count.limit
• /_reindex
• indices.breaker.fielddata.limit
• indices.breaker.request.limit
• indices.breaker.total.limit

1. クラスター設定を変更すると、これらの操作が完了する前に中断される可能性があります。リクエスト
が正常に完了したことを確認するには、これらの操作とともに /_tasks 操作を使用することをお勧め
します。
2. メッセージ本文の /_search/scroll に対する DELETE リクエストでは、"Content-Length" を
HTTP ヘッダーに指定する必要があります。ほとんどのクライアントでは、このヘッダーがデフォルト
で追加されます。scroll_id 値で = 文字に関する問題を回避するには、クエリ文字列ではなくリクエ
ストボディを使用して、scroll_id 値を OpenSearch Service に渡します。
3. PUT メソッドを参照してください。GET メソッドの詳細については、「the section called “API の重要
な相違点” (p. 384)」を参照してください。このリストは、OpenSearch Service がサポートする汎用
Elasticsearch オペレーションのみを参照し、異常検出や ISM などのプラグイン固有のサポートされて
いるオペレーションは含まれません。
4. 「the section called “縮小” (p. 385)」を参照してください。
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Elasticsearch バージョン 5.1
Elasticsearch 5.1 では、OpenSearch Service は次のオペレーションをサポートします。
• インデックスパス内のすべての
オペレーション (/index-name/
_forcemerge および /indexname/update/id など)、/indexname/_close を除く
• /_alias

• /_cluster/state

• /_render

• /_cluster/stats
• /_count

• /_rollover
2
• /_search

• /_delete_by_query

1

• /_search profile

• /_explain
• /_field_caps

• /_shard_stores
3
• /_shrink

• /_all
• /_analyze

• /_field_stats
• /_flush

• /_snapshot
• /_stats

• /_bulk
• /_cat (/_cat/nodeattrs を除く)

• /_ingest/pipeline

• /_status

• /_mapping

• /_tasks

• /_cluster/allocation/
explain

• /_mget
• /_msearch

• /_template
1
• /_update_by_query

• /_cluster/health

• /_mtermvectors

• /_validate

• /_cluster/pending_tasks

• /_nodes

• /_cluster/settings を使用する
複数のプロパティ (PUT のみ):

• /_percolate

• /_aliases

• /_plugin/kibana
• action.auto_create_index
• /_refresh
1
• action.search.shard_count.limit
• /_reindex
• indices.breaker.fielddata.limit
• indices.breaker.request.limit
• indices.breaker.total.limit

1. クラスター設定を変更すると、これらの操作が完了する前に中断される可能性があります。リクエスト
が正常に完了したことを確認するには、これらの操作とともに /_tasks 操作を使用することをお勧め
します。
2. メッセージ本文の /_search/scroll に対する DELETE リクエストでは、"Content-Length" を
HTTP ヘッダーに指定する必要があります。ほとんどのクライアントでは、このヘッダーがデフォルト
で追加されます。scroll_id 値で = 文字に関する問題を回避するには、クエリ文字列ではなくリクエ
ストボディを使用して、scroll_id 値を OpenSearch Service に渡します。
3. 「the section called “縮小” (p. 385)」を参照してください。

Elasticsearch バージョン 2.3
Elasticsearch 2.3 では、OpenSearch Service は次のオペレーションをサポートします。
• インデックスパス内のすべてのオペレーショ
ン (/index-name/_forcemerge および
/index-name/_recovery など)、/indexname/_close を除く
• /_alias
• /_aliases

• /_cluster/stats
• /_count
• /_flush
• /_mapping
• /_mget
• /_msearch
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• /_all

• /_nodes

• /_analyze
• /_bulk

• /_percolate
• /_plugin/kibana

• /_cache/clear (インデックスのみ)
• /_cat (/_cat/nodeattrs を除く)

• /_refresh
• /_render

• /_cluster/health

• /_search

• /_cluster/settings を使用する複数のプロ
パティ (PUT のみ):
• indices.breaker.fielddata.limit

• /_snapshot
• /_stats

• indices.breaker.request.limit
• indices.breaker.total.limit

• /_status
• /_template

• threadpool.get.queue_size
• threadpool.bulk.queue_size
• threadpool.index.queue_size
• threadpool.percolate.queue_size
• threadpool.search.queue_size
• threadpool.suggest.queue_size

Elasticsearch バージョン 1.5
Elasticsearch 1.5 では、OpenSearch Service は次のオペレーションをサポートします。
• インデックスパス内のすべてのオペレー
ション、/index-name/_optimize および
/index-name/_warmer など、/index-name/
_close を除く
• /_alias
• /_aliases
• /_all
• /_analyze

• /_cluster/stats
• /_count
• /_flush
• /_mapping
• /_mget
• /_msearch
• /_nodes
• /_percolate

• /_bulk
• /_cat

• /_plugin/kibana
• /_plugin/kibana3

• /_cluster/health
• /_cluster/settings を使用する複数のプロ
パティ (PUT のみ):
• indices.breaker.fielddata.limit

• /_plugin/migration
• /_refresh
• /_search

• indices.breaker.request.limit

• /_snapshot

• indices.breaker.total.limit
• threadpool.get.queue_size

• /_status

• threadpool.bulk.queue_size

• /_stats
• /_template

• threadpool.index.queue_size
• threadpool.percolate.queue_size
• threadpool.search.queue_size
• threadpool.suggest.queue_size
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Amazon OpenSearch Service クォータ
AWS アカウントには、AWS のサービスごとにデフォルトのクォータ (以前は制限と呼ばれていました) が
あります。特に明記されていない限り、クォータはリージョンごとに存在します。
OpenSearch Service のクォータを表示するには、Service Quotas コンソール を開きます。ナビゲー
ションペインで、[AWS services] ( サービス) を選択し、[Amazon OpenSearch Service] を選択します。
クォータの引き上げをリクエストするには、「Service Quotas ユーザーガイド」の「Requesting a quota
increase」(クォータ引き上げリクエスト) を参照してください。

ドメインとインスタンスのクォータ
AWS アカウントには、OpenSearch Service ドメインに関連する次の割り当てがあります。
名前

デフォルト

調整可能

メモ

ドメインあたりの専用マスターインスタンス

5

いいえ

データノード数
が 10 以下の場合
にのみ、専用マ
スターノードに
T2 および T3 イ
ンスタンスタイ
プを使用できま
す。

リージョンあたりのドメイン

100

はい

ドメインあたりのインスタンス

80

はい

最大 200 件のイ
ンスタンスの増
加をリクエスト
できます。例え
ば、ドメインに
80 個のデータ
ノードと 120 個
のウォームノー
ドがある場合で
す。

ドメインあたりのインスタンス (T2 インスタ
ンスタイプ)

10

いいえ

本番稼働用ドメ
インでは、T2 ま
たは t3.small
インスタンスタ
イプはお勧めし
ません

ドメインあたりのウォームインスタンス

150

いいえ

AWS アカウントには、次の追加の制限があります。
名前

デフォルト

調整可能

メモ

ドメインあたりの合
計ストレージ容量

3 PiB

いいえ

この最大値は、す
べてのデータノー
ドとウォームノー
ドの合計です。例
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名前

デフォルト

調整可能

メモ
えば、ドメインに
2.88 PiB の合計ス
トレージで 45 の
r6gd.16xlarge.search
インスタン
スと 140 の
ultrawarm1.large.search
インスタンスがある
場合です。

リージョンあたりの
カスタムパッケージ

25

いいえ

ドメインあたりのカ
スタムパッケージ

20

いいえ

OpenSearch Service がサポートするインスタンスタイプのリストについては、「サポートされるインスタ
ンスタイプ (p. 375)」を参照してください。

UltraWarm ストレージのクォータ
次のテーブルに、UltraWarm インスタンスタイプと、各タイプで使用できるストレージの最大容量を示し
ます。UltraWarm の詳細については、「the section called “UltraWarm ストレージ” (p. 292)」を参照してく
ださい。
インスタンスタイプ

最大ストレージ

ultrawarm1.medium.search

1.5 TiB

ultrawarm1.large.search

20 TiB

EBS ボリュームサイズのクォータ
次の表は、OpenSearch Service がサポートする各インスタンスタイプの EBS ボリュームの最小サイズ
と最大サイズを示しています。どのインスタンスタイプにインスタンスストレージが含まれるか、および
ハードウェアのその他の詳細については、「Amazon OpenSearch Service の料金」を参照してください。
• ドメインの作成時に EBS ボリュームタイプの下で磁気ストレージを選択した場合、最大ボリュームサ
イズは t2.small および t2.medium を除くすべてのインスタンスタイプ、および磁気ストレージをサ
ポートしていないすべての Graviton インスタンス (M6g、C6g、R6g、R6gd)) で 100 GiB になります。
次のテーブルに示されている最大サイズを使用する場合は、いずれかの SSD オプションを選択してくだ
さい。
• 一部の旧世代のインスタンスタイプにはインスタンスストレージが含まれますが、EBS ストレージをサ
ポートしています。これらのインスタンスタイプの 1 つに対して EBS ストレージを選択した場合、ス
トレージボリュームは加算されません。EBS ボリュームまたはインスタンスストレージを使用できます
が、両方を使用することはできません。

インスタンスタイプ

最小 EBS サイ
ズ

最大 EBS サイ
ズ (gp2)

最大 EBS サイズ (gp3)

t2.micro.search

10 GiB

35 GiB

該当なし
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インスタンスタイプ

最小 EBS サイ
ズ

最大 EBS サイ
ズ (gp2)

最大 EBS サイズ (gp3)

t2.small.search

10 GiB

35 GiB

該当なし

t2.medium.search

10 GiB

35 GiB

該当なし

t3.small.search

10 GiB

100 GiB

100 GiB

t3.medium.search

10 GiB

200 GiB

200 GiB

m3.medium.search

10 GiB

100 GiB

該当なし

m3.large.search

10 GiB

512 GiB

該当なし

m3.xlarge.search

10 GiB

512 GiB

該当なし

m3.2xlarge.search

10 GiB

512 GiB

該当なし

m4.large.search

10 GiB

512 GiB

該当なし

m4.xlarge.search

10 GiB

1 TiB

該当なし

m4.2xlarge.search

10 GiB

1.5 TiB

該当なし

m4.4xlarge.search

10 GiB

1.5 TiB

該当なし

m4.10xlarge.search

10 GiB

1.5 TiB

該当なし

m5.large.search

10 GiB

512 GiB

1 TiB

m5.xlarge.search

10 GiB

1 TiB

2 TiB

m5.2xlarge.search

10 GiB

1.5 TiB

3 TiB

m5.4xlarge.search

10 GiB

3 TiB

6 TiB

m5.12xlarge.search

10 GiB

9 TiB

18 TiB

m6g.large.search

10 GiB

512 GiB

1 TiB

m6g.xlarge.search

10 GiB

1 TiB

2 TiB

m6g.2xlarge.search

10 GiB

1.5 TiB

3 TiB

m6g.4xlarge.search

10 GiB

3 TiB

6 TiB

m6g.8xlarge.search

10 GiB

6 TiB

12 TiB

m6g.12xlarge.search

10 GiB

9 TiB

18 TiB

c4.large.search

10 GiB

100 GiB

該当なし

c4.xlarge.search

10 GiB

512 GiB

該当なし

c4.2xlarge.search

10 GiB

1 TiB

該当なし

c4.4xlarge.search

10 GiB

1.5 TiB

該当なし

c4.8xlarge.search

10 GiB

1.5 TiB

該当なし

c5.large.search

10 GiB

256 GiB

256 GiB
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インスタンスタイプ

最小 EBS サイ
ズ

最大 EBS サイ
ズ (gp2)

最大 EBS サイズ (gp3)

c5.xlarge.search

10 GiB

512 GiB

512 GiB

c5.2xlarge.search

10 GiB

1 TiB

1 TiB

c5.4xlarge.search

10 GiB

1.5 TiB

1.5 TiB

c5.9xlarge.search

10 GiB

3.5 TiB

3.5 TiB

c5.18xlarge.search

10 GiB

7 TiB

7 TiB

c6g.large.search

10 GiB

256 GiB

256 GiB

c6g.xlarge.search

10 GiB

512 GiB

512 GiB

c6g.2xlarge.search

10 GiB

1 TiB

1 TiB

c6g.4xlarge.search

10 GiB

1.5 TiB

1.5 TiB

c6g.8xlarge.search

10 GiB

3 TiB

3 TiB

c6g.12xlarge.search

10 GiB

4.5 TiB

4.5 TiB

r3.large.search

10 GiB

512 GiB

該当なし

r3.xlarge.search

10 GiB

512 GiB

該当なし

r3.2xlarge.search

10 GiB

512 GiB

該当なし

r3.4xlarge.search

10 GiB

512 GiB

該当なし

r3.8xlarge.search

10 GiB

512 GiB

該当なし

r4.large.search

10 GiB

1 TiB

該当なし

r4.xlarge.search

10 GiB

1.5 TiB

該当なし

r4.2xlarge.search

10 GiB

1.5 TiB

該当なし

r4.4xlarge.search

10 GiB

1.5 TiB

該当なし

r4.8xlarge.search

10 GiB

1.5 TiB

該当なし

r4.16xlarge.search

10 GiB

1.5 TiB

該当なし

r5.large.search

10 GiB

1 TiB

2 TiB

r5.xlarge.search

10 GiB

1.5 TiB

3 TiB

r5.2xlarge.search

10 GiB

3 TiB

6 TiB

r5.4xlarge.search

10 GiB

6 TiB

12 TiB

r5.12xlarge.search

10 GiB

12 TiB

24 TiB

r6g.large.search

10 GiB

1 TiB

2 TiB

r6g.xlarge.search

10 GiB

1.5 TiB

3 TiB

r6g.2xlarge.search

10 GiB

3 TiB

6 TiB
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インスタンスタイプ

最小 EBS サイ
ズ

最大 EBS サイ
ズ (gp2)

最大 EBS サイズ (gp3)

r6g.4xlarge.search

10 GiB

6 TiB

12 TiB

r6g.8xlarge.search

10 GiB

8 TiB

16 TiB

r6g.12xlarge.search

10 GiB

12 TiB

24 TiB

r6gd.large.search

該当なし

該当なし

該当なし

r6gd.xlarge.search

該当なし

該当なし

該当なし

r6gd.2xlarge.search

該当なし

該当なし

該当なし

r6gd.4xlarge.search

該当なし

該当なし

該当なし

r6gd.8xlarge.search

該当なし

該当なし

該当なし

r6gd.12xlarge.search

該当なし

該当なし

該当なし

r6gd.16xlarge.search

該当なし

該当なし

該当なし

i2.xlarge.search

10 GiB

512 GiB

該当なし

i2.2xlarge.search

10 GiB

512 GiB

該当なし

i3.large.search

該当なし

該当なし

該当なし

i3.xlarge.search

該当なし

該当なし

該当なし

i3.2xlarge.search

該当なし

該当なし

該当なし

i3.4xlarge.search

該当なし

該当なし

該当なし

i3.8xlarge.search

該当なし

該当なし

該当なし

i3.16xlarge.search

該当なし

該当なし

該当なし

ネットワークのクォータ
次の表は、HTTP リクエストペイロードの最大サイズを示しています。
インスタンスタイプ

HTTP リクエストペイロードの最大サイズ

t2.micro.search

10 MiB

t2.small.search

10 MiB

t2.medium.search

10 MiB

t3.small.search

10 MiB

t3.medium.search

10 MiB

m3.medium.search

10 MiB

m3.large.search

10 MiB

m3.xlarge.search

100 MiB
API バージョン 2015-01-01
411

Amazon OpenSearch Service デベロッパーガイド
ネットワークのクォータ

インスタンスタイプ

HTTP リクエストペイロードの最大サイズ

m3.2xlarge.search

100 MiB

m4.large.search

10 MiB

m4.xlarge.search

100 MiB

m4.2xlarge.search

100 MiB

m4.4xlarge.search

100 MiB

m4.10xlarge.search

100 MiB

m5.large.search

10 MiB

m5.xlarge.search

100 MiB

m5.2xlarge.search

100 MiB

m5.4xlarge.search

100 MiB

m5.12xlarge.search

100 MiB

m6g.large.search

10 MiB

m6g.xlarge.search

100 MiB

m6g.2xlarge.search

100 MiB

m6g.4xlarge.search

100 MiB

m6g.8xlarge.search

100 MiB

m6g.12xlarge.search

100 MiB

c4.large.search

10 MiB

c4.xlarge.search

100 MiB

c4.2xlarge.search

100 MiB

c4.4xlarge.search

100 MiB

c4.8xlarge.search

100 MiB

c5.large.search

10 MiB

c5.xlarge.search

100 MiB

c5.2xlarge.search

100 MiB

c5.4xlarge.search

100 MiB

c5.9xlarge.search

100 MiB

c5.18xlarge.search

100 MiB

c6g.large.search

10 MiB

c6g.xlarge.search

100 MiB

c6g.2xlarge.search

100 MiB
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インスタンスタイプ

HTTP リクエストペイロードの最大サイズ

c6g.4xlarge.search

100 MiB

c6g.8xlarge.search

100 MiB

c6g.12xlarge.search

100 MiB

r3.large.search

10 MiB

r3.xlarge.search

100 MiB

r3.2xlarge.search

100 MiB

r3.4xlarge.search

100 MiB

r3.8xlarge.search

100 MiB

r4.large.search

100 MiB

r4.xlarge.search

100 MiB

r4.2xlarge.search

100 MiB

r4.4xlarge.search

100 MiB

r4.8xlarge.search

100 MiB

r4.16xlarge.search

100 MiB

r5.large.search

100 MiB

r5.xlarge.search

100 MiB

r5.2xlarge.search

100 MiB

r5.4xlarge.search

100 MiB

r5.12xlarge.search

100 MiB

r6g.large.search

100 MiB

r6g.xlarge.search

100 MiB

r6g.2xlarge.search

100 MiB

r6g.4xlarge.search

100 MiB

r6g.8xlarge.search

100 MiB

r6g.12xlarge.search

100 MiB

r6gd.large.search

100 MiB

r6gd.xlarge.search

100 MiB

r6gd.2xlarge.search

100 MiB

r6gd.4xlarge.search

100 MiB

r6gd.8xlarge.search

100 MiB

r6gd.12xlarge.search

100 MiB
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インスタンスタイプ

HTTP リクエストペイロードの最大サイズ

r6gd.16xlarge.search

100 MiB

i2.xlarge.search

100 MiB

i2.2xlarge.search

100 MiB

i3.large.search

100 MiB

i3.xlarge.search

100 MiB

i3.2xlarge.search

100 MiB

i3.4xlarge.search

100 MiB

i3.8xlarge.search

100 MiB

i3.16xlarge.search

100 MiB

Java プロセスのクォータ
OpenSearch Service では、Java プロセスのヒープサイズが 32 GiB に制限されます。上級ユーザーは、
フィールド データに使用されるヒープのパーセンテージを指定できます。詳細については、「the section
called “高度なクラスター設定” (p. 22)」および「the section called “JVM OutOfMemoryError” (p. 453)」
を参照してください。

ドメインポリシーのクォータ
OpenSearch Service では、ドメインのアクセスポリシー (p. 133)が 100 KiB に制限されます。

Amazon OpenSearch Service のリザーブドインス
タンス
Amazon OpenSearch Service のリザーブドインスタンス (RI) では、標準オンデマンドインスタンスと比
べて大幅な割引を受けられます。インスタンス自体は同一です。RI は、アカウントでのオンデマンドイン
スタンスに適用される請求の割引にすぎません。使用状況が予想可能な存続時間の長いアプリケーション
については、RI により時間の経過と共に大幅なコスト削減が可能になります。
OpenSearch Service RI には 1 年または 3 年の期間が必要で、割引レートに影響を与える 3 つのお支払い
方法があります。
• 前払いなし – 前払いはありません。期間内の時間ごとに割引された時間料金を支払います。
• 一部前払い – 料金の一部を前払いし、期間内の時間ごとに割引された時間料金を支払います。
• 全前払い – 料金を全額前払いします。期間内に時間料金は支払いません。
一般的に、前払い料金が多いほど割引率がなくなります。リザーブドインスタンスをキャンセルすること
はできず (予約するときに、全期間に対して支払う契約を結びます)、前払い料金は払い戻しできません。
RI は柔軟ではなく、予約したインスタンスタイプにのみ適用されます。例えば、8 個の
c5.2xlarge.search インスタンスのための予約は、16 個の c5.xlarge.search インスタンスま
たは 4 個の c5.4xlarge.search インスタンスには適用されません。詳細については、「Amazon
OpenSearch Service の料金」および「よくある質問」を参照してください。
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リザーブドインスタンスの購入 (コンソール)
コンソールでは、既存のリザーブドインスタンスを表示したり、新しいリザーブドインスタンスを購入し
たりできます。

予約を購入するには
1.

https://aws.amazon.com にアクセスし、[コンソールにサインイン] を選択します。

2.

[分析] の下で、[Amazon OpenSearch Service] を選択します。

3.

ナビゲーションペインで [リザーブドインスタンスのリース] を選択します。
このページでは、既存の予約を見ることができます。多くの予約がある場合、フィルタリングして特
定の予約を識別して見やすくすることができます。

Tip
[リザーブドインスタンスのリース] リンクが表示されない場合は、AWS リージョン でドメイ
ンを作成します (p. 16)。
4.

[リザーブドインスタンスの注文] を選択します。

5.

一意のわかりやすい名前を指定します。

6.

インスタンスタイプ、サイズ、およびインスタンスの数を選択します。ガイダンスについては、「the
section called “ドメインのサイジング” (p. 363)」を参照してください。

7.

期間の長さと支払いオプションを選択します。支払いの詳細を慎重に確認します。

8.

[Next] を選択します。

9.

購入概要を慎重に確認します。リザーブドインスタンスの購入は払い戻しできません。

10. [注文] を選択します。

リザーブドインスタンスを購入する (AWS CLI)
AWS CLI には、提供タイプの表示、予約の購入、予約の表示を行うためのコマンドがあります。次のコマ
ンドとサンプルレスポンスは、指定された AWS リージョン の提供タイプを示しています。
aws opensearch describe-reserved-instance-offerings --region us-east-1
{
"ReservedInstanceOfferings": [
{
"FixedPrice": x,
"ReservedInstanceOfferingId": "1a2a3a4a5-1a2a-3a4a-5a6a-1a2a3a4a5a6a",
"RecurringCharges": [
{
"RecurringChargeAmount": y,
"RecurringChargeFrequency": "Hourly"
}
],
"UsagePrice": 0.0,
"PaymentOption": "PARTIAL_UPFRONT",
"Duration": 31536000,
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}

]

}

"InstanceType": "m4.2xlarge.search",
"CurrencyCode": "USD"

各戻り値の説明については、次の表を参照してください。
フィールド

説明

FixedPrice

予約の前払いコスト。

ReservedInstanceOfferingId

提供 ID。製品を予約する場合は、この値をメモし
ておきます。

RecurringCharges

予約の時間料金。

UsagePrice

レガシーフィールド。OpenSearch Service では、
この値は常に 0 です。

PaymentOption

前払いなし、一部前払い、または全額前払い。

Duration

期間の長さ (秒)。
• 31536000 秒が 1 年です。
• 94608000 秒が 3 年です。

InstanceType

予約のインスタンスタイプ。各インスタンスタイ
プに割り当てられるハードウェアリソースについ
ては、「Amazon OpenSearch Service の料金表」
を参照してください。

CurrencyCode

FixedPrice と RecurringChargeAmount の通
貨。

この次の例では、予約を購入します。
aws opensearch purchase-reserved-instance-offering --reserved-instance-offeringid 1a2a3a4a5-1a2a-3a4a-5a6a-1a2a3a4a5a6a --reservation-name my-reservation --instance-count
3 --region us-east-1
{
"ReservationName": "my-reservation",
"ReservedInstanceId": "9a8a7a6a-5a4a-3a2a-1a0a-9a8a7a6a5a4a"
}

最後に、以下の例を使用して特定のリージョンの予約をリストできます。
aws opensearch describe-reserved-instances --region us-east-1
{
"ReservedInstances": [
{
"FixedPrice": x,
"ReservedInstanceOfferingId": "1a2a3a4a5-1a2a-3a4a-5a6a-1a2a3a4a5a6a",
"ReservationName": "my-reservation",
"PaymentOption": "PARTIAL_UPFRONT",
"UsagePrice": 0.0,
"ReservedInstanceId": "9a8a7a6a-5a4a-3a2a-1a0a-9a8a7a6a5a4a",
"RecurringCharges": [
{
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"RecurringChargeAmount": y,
"RecurringChargeFrequency": "Hourly"

}

]

}

}
],
"State": "payment-pending",
"StartTime": 1522872571.229,
"InstanceCount": 3,
"Duration": 31536000,
"InstanceType": "m4.2xlarge.search",
"CurrencyCode": "USD"

Note
StartTime は Unix エポック時間 (1970 年 1 月 1 日の午前 00:00 UTC から経過した秒数)。たと
えば、1522872571 エポック時間は 2018 年 4 月 4 日の 20:09:31 UTC です。オンラインコンバー
ターを使用することができます。
前の例で使用されているコマンドの詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスを参照してくださ
い。

リザーブドインスタンスを購入する (AWS SDK)
AWS SDK (Android および iOS SDK を除く) は、「Amazon OpenSearch Service API リファレンス」に定
義されているすべてのオペレーションをサポートします。これには、次も含まれます。
• DescribeReservedInstanceOfferings
• PurchaseReservedInstanceOffering
• DescribeReservedInstances
このサンプルスクリプトは、AWS SDK for Python (Boto3) の OpenSearchService 低レベル Python クライ
アントを使用して、リザーブドインスタンスを購入します。instance_type の値を指定する必要があり
ます。
import boto3
from botocore.config import Config
# Build the client using the default credential configuration.
# You can use the CLI and run 'aws configure' to set access key, secret
# key, and default region.
my_config = Config(
# Optionally lets you specify a region other than your default.
region_name='us-east-1'
)
client = boto3.client('opensearch', config=my_config)
instance_type = '' # e.g. m4.2xlarge.search
def describe_RI_offerings(client):
"""Gets the Reserved Instance offerings for this account"""
response = client.describe_reserved_instance_offerings()
offerings = (response['ReservedInstanceOfferings'])
return offerings
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def check_instance(offering):
"""Returns True if instance type is the one you specified above"""
if offering['InstanceType'] == instance_type:
return True
return False
def get_instance_id():
"""Iterates through the available offerings to find the ID of the one you specified"""
instance_type_iterator = filter(
check_instance, describe_RI_offerings(client))
offering = list(instance_type_iterator)
id = offering[0]['ReservedInstanceOfferingId']
return id
def purchase_RI_offering(client):
"""Purchase Reserved Instances"""
response = client.purchase_reserved_instance_offering(
ReservedInstanceOfferingId = get_instance_id(),
ReservationName = 'my-reservation',
InstanceCount = 1
)
print('Purchased reserved instance offering of type ' + instance_type)
print(response)
def main():
"""Purchase Reserved Instances"""
purchase_RI_offering(client)

AWS SDK のインストールと使用の詳細については、「AWS Software Development Kits」を参照してくだ
さい。

コストを確認する
Cost Explorer は、過去 13 か月間の使用量データを表示できる無料のツールです。このデータを分析する
と、傾向を見分けて、RI がユースケースに合うかどうかを理解できます。既に RI がある場合、[購入オプ
ション] によってグループ分けし、償却コストを表示してその使用量とオンデマンドインスタンスの使用
量を比較できます。また、使用状況の予算を設定して、予約を活用していることを確認することもできま
す。詳細については、AWS Billing ユーザーガイドの「Cost Explorer によるコストの分析」を参照してく
ださい。

Amazon OpenSearch Service でサポートされてい
る他のリソース
このトピックでは、Amazon OpenSearch Service でサポートされる他のリソースについて説明します。
bootstrap.memory_lock
OpenSearch Service により、opensearch.yml の bootstrap.memory_lock が有効になります。
これにより、JVM メモリがロックされ、オペレーティングシステムがディスクにスワップされなくな
ります。これは、以下を除いて、サポートされているすべてのインスタンスタイプに適用されます。
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• t2.micro.search
• t2.small.search
• t2.medium.search
• t3.small.search
• t3.medium.search
スクリプト モジュール
OpenSearch Service では、Elasticsearch 5.x 以降のドメインでスクリプティングがサポートされてい
ます。このサービスでは、1.5 または 2.3 用のスクリプティングがサポートされていません。
サポートされているスクリプトオプションには、以下が含まれます。
• Painless
• Lucene Expressions
• Mustache
Elasticsearch 5.5 以降のドメインおよびすべての OpenSearch ドメインでは、OpenSearch Service
で _scripts エンドポイントを使用するストアドスクリプトがサポートされています。Elasticsearch
5.3 および 5.1 ドメインでは、インラインスクリプトのみがサポートされています。
TLS トランスポート
OpenSearch Service は、ポート 80 での HTTP とポート 443 での HTTPS をサポートしています
が、TLS トランスポートはサポートしていません。
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Amazon OpenSearch Service の
チュートリアル
この章には、サービスへの移行、簡単な検索アプリケーションの構築、OpenSearch Dashboards での可視
化の作成など、Amazon OpenSearch Service を使用するための全般的なチュートリアルがいくつか含まれ
ています。
トピック
• チュートリアル: Amazon OpenSearch Service でドキュメントを作成および検索する (p. 420)
• チュートリアル: Amazon OpenSearch Service への移行 (p. 425)
• チュートリアル: Amazon OpenSearch Service を用いて検索アプリケーションを作成する (p. 430)
• チュートリアル: OpenSearch Service と OpenSearch Dashboards によるカスタマーサポートへの問
い合わせを可視化する (p. 437)

チュートリアル: Amazon OpenSearch Service でド
キュメントを作成および検索する
このチュートリアルでは、Amazon OpenSearch Service でドキュメントを作成および検索する方法を説明
します。データを JSON ドキュメント形式でインデックスに追加します。OpenSearch Service は、追加
した最初のドキュメントに関するインデックスを作成します。
このチュートリアルでは、HTTP リクエストを実行してドキュメントを作成し、ドキュメントの ID を自動
的に生成し、ドキュメントに対して基本的な検索および高度な検索を実行する方法を説明します。

Note
このチュートリアルでは、オープンアクセスを持つドメインを使用します。最高レベルのセキュ
リティを実現するため、仮想プライベートクラウド (VPC) 内にドメインを配置することをお勧め
します。

前提条件
このチュートリアルには、次のような前提条件があります。
• AWS アカウント が必要です。
• アクティブな OpenSearch Service のドメインが必要です。

ドキュメントのインデックスへの追加
ドキュメントをインデックスに追加するために、Postman、cURL、または OpenSearch Dashboards コン
ソールなどの任意の HTTP ツールを使用できます。これらの例は、OpenSearch Dashboards でデベロッ
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パーコンソールを使用していることを前提としています。別のツールを使用している場合は、必要に応じ
て完全な URL と認証情報を入力して、適宜調整してください。
ドキュメントをインデックスに追加するには
1.

使用しているドメインの OpenSearch Dashboards URL に移動します。この URL は、OpenSearch
Service コンソールのドメインダッシュボードに表示されています。URL はこの形式に従います。
domain-endpoint/_dashboards/

2.

プライマリユーザー名とパスワードを使ってサインインします。

3.

左側のナビゲーションパネルを開き、[Dev Tools] (開発ツール) を選択します。

4.

新しいリソースを作成するための HTTP 動詞は PUT です。これは、新しいドキュメントとインデッ
クスの作成に使用します。コンソールに次のコマンドを入力します。
PUT fruit/_doc/1
{
"name":"strawberry",
"color":"red"
}

PUT リクエストは、fruit という名前のインデックスを作成し、ID が 1 である単一のドキュメントをイ
ンデックスに追加します。次のレスポンスが生成されます。
{

}

"_index" : "fruit",
"_type" : "_doc",
"_id" : "1",
"_version" : 1,
"result" : "created",
"_shards" : {
"total" : 2,
"successful" : 2,
"failed" : 0
},
"_seq_no" : 0,
"_primary_term" : 1

自動的に生成される ID の作成
OpenSearch Service は、ドキュメントの ID を自動的に生成できます。ID を生成するコマンドは、PUT リ
クエストの代わりに POST リクエストを使用し、(前のリクエストと比較して) ドキュメント ID を必要と
しません。
デベロッパーコンソールに次のリクエストを入力します。
POST veggies/_doc
{
"name":"beet",
"color":"red",
"classification":"root"
}

このリクエストは、veggies という名前のインデックスを作成し、ドキュメントをインデックスに追加し
ます。次のレスポンスが生成されます。
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{

}

"_index" : "veggies",
"_type" : "_doc",
"_id" : "3WgyS4IB5DLqbRIvLxtF",
"_version" : 1,
"result" : "created",
"_shards" : {
"total" : 2,
"successful" : 2,
"failed" : 0
},
"_seq_no" : 0,
"_primary_term" : 1

レスポンスの追加 _id フィールドに注意してください。これは、ID が自動的に作成されたことを示しま
す。

Note
URL の _doc の後には何も入力しません。ここには通常 ID が挿入されます。生成される ID を使
用してドキュメントを作成しようとしているため、まだ ID を入力しません。これは更新の際に行
います。

POST コマンドを使用したドキュメントの更新
ドキュメントを更新するには、ID 番号を持つ HTTP POST コマンドを使用します。
最初に、ID が 42 のドキュメントを作成します。
POST fruits/_doc/42
{
"name":"banana",
"color":"yellow"
}

その後、その ID を使用してドキュメントを更新します。
POST fruits/_doc/42
{
"name":"banana",
"color":"yellow",
"classification":"berries"
}

このコマンドは、ドキュメントを新しいフィールド classification で更新します。次のレスポンスが
生成されます。
{

"_index" : "fruits",
"_type" : "_doc",
"_id" : "42",
"_version" : 2,
"result" : "updated",
"_shards" : {
"total" : 2,
"successful" : 2,
"failed" : 0
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}

},
"_seq_no" : 1,
"_primary_term" : 1

Note
存在しないドキュメントを更新しようとすると、OpenSearch Service はドキュメントを作成しま
す。

一括アクションの実行
POST _bulk API オペレーションを使用して、1 回のリクエストで 1 つ以上のインデックスに対して複数
のアクションを実行できます。一括アクションコマンドは、次の形式になります。
POST /_bulk
<action_meta>\n
<action_data>\n
<action_meta>\n
<action_data>\n

各アクションには 2 行の JSON が必要です。まず、アクションの説明またはメタデータを入力します。次
の行で、データを入力します。各パートは改行 (\n) で区切られます。挿入のアクションの説明は次のよう
になります。
{ "create" : { "_index" : "veggies", "_type" : "_doc", "_id" : "7" } }

また、データを含む次の行は次のようになります。
{ "name":"kale", "color":"green", "classification":"leafy-green" }

メタデータとデータをまとめると、一括オペレーションでの 1 つのアクションが表されます。次のよう
に、1 つのリクエストで多くのオペレーションを実行できます。
POST /_bulk
{ "create" : { "_index" : "veggies", "_type" : "_doc", "_id" : "35" }
{ "name":"kale", "color":"green", "classification":"leafy-green" }
{ "create" : { "_index" : "veggies", "_type" : "_doc", "_id" : "36" }
{ "name":"spinach", "color":"green", "classification":"leafy-green" }
{ "create" : { "_index" : "veggies", "_type" : "_doc", "_id" : "37" }
{ "name":"arugula", "color":"green", "classification":"leafy-green" }
{ "create" : { "_index" : "veggies", "_type" : "_doc", "_id" : "38" }
{ "name":"endive", "color":"green", "classification":"leafy-green" }
{ "create" : { "_index" : "veggies", "_type" : "_doc", "_id" : "39" }
{ "name":"lettuce", "color":"green", "classification":"leafy-green" }
{ "delete" : { "_index" : "vegetables", "_type" : "_doc", "_id" : "1"

}
}
}
}
}
} }

最後のアクションが delete であることに注意してください。delete アクションに続くデータはありま
せん。

ドキュメントの検索
これでクラスターにデータが存在するようになったので、そのデータを検索できます。例えば、すべての
根菜類を検索したり、すべての葉菜類の数を取得したり、1 時間あたりにログ記録されたエラーの数を調
べたりすることができます。
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基本的な検索
基本的な検索は次のようになります。
GET veggies/_search?q=name:l*

リクエストにより、レタスドキュメントを含む JSON レスポンスが生成されます。
高度な検索
リクエスト本文でクエリオプションを JSON として指定すると、より高度な検索を実行できます。
GET veggies/_search
{
"query": {
"term": {
"name": "lettuce"
}
}
}

この例では、レタスドキュメントを含む JSON レスポンスも生成します。
ソート
ソートを使用すると、このタイプのクエリをさらに多く実行できます。まず、インデックスを再作成する
必要があります。これは、自動フィールドマッピングが、デフォルトではソートできないタイプを選択す
るためです。次のリクエストを送信して、インデックスを削除して再作成します。
DELETE /veggies
PUT /veggies
{
"mappings":{
"properties":{
"name":{
"type":"keyword"
},
"color":{
"type":"keyword"
},
"classification":{
"type":"keyword"
}
}
}
}

その後、インデックスにデータを再入力します。
POST /_bulk
{ "create" : { "_index" : "veggies", "_type" : "_doc", "_id" : "7" } }
{ "name":"kale", "color":"green", "classification":"leafy-green" }
{ "create" : { "_index" : "veggies", "_type" : "_doc", "_id" : "8" } }
{ "name":"spinach", "color":"green", "classification":"leafy-green" }
{ "create" : { "_index" : "veggies", "_type" : "_doc", "_id" : "9" } }
{ "name":"arugula", "color":"green", "classification":"leafy-green" }
{ "create" : { "_index" : "veggies", "_type" : "_doc", "_id" : "10" } }
{ "name":"endive", "color":"green", "classification":"leafy-green" }
{ "create" : { "_index" : "veggies", "_type" : "_doc", "_id" : "11" } }
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{ "name":"lettuce", "color":"green", "classification":"leafy-green" }

これで、ソートを使用して検索できるようになりました。このリクエストでは、分類による昇順のソート
が追加されます。
GET veggies/_search
{
"query" : {
"term": { "color": "green" }
},
"sort" : [
"classification"
]
}

関連リソース
詳細については、以下のリソースを参照してください。
• 開始方法 (p. 11)
• データのインデックス作成 (p. 222)
• データの検索 (p. 237)

チュートリアル: Amazon OpenSearch Service への
移行
インデックススナップショットは、セルフマネージド OpenSearch またはレガシー Elasticsearch クラス
ターから Amazon OpenSearch Service に移行する一般的な方法です。そのプロセスは、大きく分けて以
下のステップで構成されています。
1. 既存のクラスターのスナップショットを作成し、そのスナップショットを Amazon S3 バケットにアッ
プロードする。
2. OpenSearch Service ドメインを作成する。
3. バケットにアクセスするための OpenSearch Service の許可を提供し、スナップショットを使用するた
めのユーザーアカウントの許可を提供する。
4. OpenSearch Service ドメインでスナップショットを復元する。
このチュートリアルでは、より詳細な手順と代替のオプション (ある場合) について説明します。

スナップショットの作成とアップロード
repository-s3 プラグインを使用すると、スナップショットを S3 に直接作成できます。ただし、このプラ
グインをすべてのノードにインストールし、opensearch.yml (または Elasticsearch クラスターを使用し
ている場合は elasticsearch.yml) を設定し、各ノードを再起動し、AWS 認証情報を追加した上で、
スナップショットを作成する必要があります。このプラグインは、継続使用や大規模なクラスターの移行
の場合に役立ちます。
小規模なクラスターの場合は、1 回ごとに共有ファイルシステムのスナップショットを作成して、AWS
CLI を使用して S3 にアップロードする方法があります。すでにスナップショットを作成している場合は、
手順 4 に進んでください。
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スナップショットを取り、Amazon S3 にアップロードするには
1.

すべてのノードで opensearch.yml (または Elasticsearch.yml) に path.repo 設定を追加し
て、各ノードを再起動します。
path.repo: ["/my/shared/directory/snapshots"]

2.

スナップショットを作成する前に必要な スナップショットリポジトリ を登録します。リポジトリは単
なる保存場所です。共有ファイルシステム、Amazon S3、File system distribuito Hadoop (HDFS) など
です。この場合、共有ファイルシステム (「fs」) を使用します。
PUT _snapshot/my-snapshot-repo-name
{
"type": "fs",
"settings": {
"location": "/my/shared/directory/snapshots"
}
}

3.

スナップショットを作成します。
PUT _snapshot/my-snapshot-repo-name/my-snapshot-name
{
"indices": "migration-index1,migration-index2,other-indices-*",
"include_global_state": false
}

4.

AWS CLI をインストールし、aws configure を実行して認証情報を追加します。

5.

スナップショットのディレクトリに移動します。次のコマンドを実行して新しい S3 バケットを作成
し、スナップショットのディレクトリの中身をそのバケットにアップロードします。
aws s3 mb s3://bucket-name --region us-west-2
aws s3 sync . s3://bucket-name --sse AES256

スナップショットのサイズとインターネット接続の速度によっては、この操作に時間がかかる場合が
あります。

ドメインの作成
コンソールはドメインを作成する最も簡単な方法です。この例では、すでにターミナルを開いてお
り、AWS CLI がインストールされています。次のコマンドを変更して、ニーズに合わせてドメインを作成
してください。
aws opensearch create-domain \
--domain-name migration-domain \
--engine-version OpenSearch_1.0 \
--cluster-config InstanceType=c5.large.search,InstanceCount=2 \
--ebs-options EBSEnabled=true,VolumeType=gp2,VolumeSize=100 \
--node-to-node-encryption-options Enabled=true \
--encryption-at-rest-options Enabled=true \
--domain-endpoint-options EnforceHTTPS=true,TLSSecurityPolicy=Policy-Min-TLS-1-2-2019-07
\
--advanced-security-options
Enabled=true,InternalUserDatabaseEnabled=true,MasterUserOptions='{MasterUserName=masteruser,MasterUserPassword=master-user-password}' \
--access-policies '{"Version":"2012-10-17","Statement":[{"Effect":"Allow","Principal":
{"AWS":["*"]},"Action":["es:ESHttp*"],"Resource":"arn:aws:es:uswest-2:123456789012:domain/migration-domain/*"}]}' \
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--region us-west-2

このコマンドでは、それぞれ 100 GiB のストレージを持つ 2 つのデータノードがあるインターネットにア
クセス可能なドメインが作成されます。また、HTTP Basic 認証とすべての暗号化の設定により、きめ細か
なアクセスコントロール (p. 152)が可能になります。VPC などのアドバンストセキュリティ設定が必要な
場合は、OpenSearch Service コンソールを使用してください。
このコマンドを発行する前に、ドメイン名、マスターユーザーの認証情報、アカウント番号を変更
します。S3 バケットに使用したものと同じAWS リージョンと、スナップショットと互換性のある
OpenSearch/Elasticsearch のバージョンを指定します。

Important
スナップショットには上位互換性のみがあり、その対象は 1 つのメジャーバージョンのみです。
たとえば、2.xクラスターのスナップショットを 1.xクラスターや 6.xクラスターに復元するこ
とはできません。復元できるのは、2.xクラスターまたは 5.xクラスターのみです。また、マイ
ナーバージョンも同様です。セルフマネージド 5.3.3 クラスターのスナップショットを 5.3.2 の
OpenSearch Service ドメインに復元することはできません。OpenSearch または Elasticsearch
は、スナップショットがサポートしている最新バージョンを選択することをお勧めします。互換
性のあるバージョンのテーブルについては、「the section called “スナップショットを使用して
データを移行する” (p. 59)」を参照してください。

S3 バケットへの許可を提供します。
AWS Identity and Access Management (IAM) コンソールで、以下の許可と信頼関係を持つロールを作成し
ます。ロールの作成時に、AWS サービスとして S3 を選択します。このロールには、分かりやすいように
OpenSearchSnapshotRole と名前を付けます。
アクセス許可
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Action": [
"s3:ListBucket"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::bucket-name"
]
},
{
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:DeleteObject"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::bucket-name/*"
]
}
]

信頼関係
{

"Version": "2012-10-17",
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}

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

次に、より早く AWS CLI を設定するために何を使用したかにかかわらず、個人 IAM ユーザーまたは IAM
ロールに OpenSearchSnapshotRole を引き受けるための許可を提供します。以下のポリシーを作成し
て、アイデンティティにアタッチします。
アクセス許可
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:PassRole",
"Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/OpenSearchSnapshotRole"
}
]

OpenSearch Dashboards にスナップショットロールをマッピン
グします (きめ細かなアクセスコントロールを使用している場合)
きめ細かなアクセスコントロール (p. 161)を有効にした場合、HTTP 基本認証を他のすべての目的で使用
する場合でも、manage_snapshots ロールを IAM ユーザーまたはロールにマッピングして、スナップ
ショットを操作できるようにする必要があります。

スナップショットを使用するためのアイデンティティの許可を提供するには
1.

OpenSearch Service ドメインの作成時に指定したマスターユーザーの認証情報を使用して
Dashboards にログインします。Dashboards URL は、OpenSearch Service コンソールに表示されま
す。https://domain-endpoint/_dashboards/ の形式です。

2.

メインメニューから [セキュリティ]、[ロール] を選択し、[manage_snapshots] ロールを選択します。

3.

[マッピングされたユーザー]、[マッピングの管理] を選択します。

4.

IAM ユーザーまたは IAM ロールのドメイン ARN を該当するフィールドに追加します。ARN は次のい
ずれかの形式となります。
arn:aws:iam::123456789123:user/user-name

arn:aws:iam::123456789123:role/role-name

5.

[マップ] を選択し、ユーザーまたはロールが [マッピングされたユーザー] の下に表示されていること
を確認します。

スナップショットを復元する
ここでは、OpenSearch Service ドメインにアクセスする方法が 2 つあります。1 つはマスターユーザーの
認証情報を使用した HTTP Basic 認証で、もう 1 つは IAM 認証情報を使用した AWS 認証です。スナップ
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ショットはマスターユーザーの概念がない Amazon S3 を使用するため、IAM 認証情報を使用してスナッ
プショットのリポジトリを OpenSearch Service ドメインに登録する必要があります。
ほとんどのプログラミング言語にはリクエストの署名 (p. 196)に役立つライブラリがあります
が、Postman などのツールを使用して IAM 認証情報を [認可] セクションに入力するのが簡単な方法で
す。

スナップショットを復元するには
1.

リクエストにどのような方法で署名するかにかかわらず、まずリポジトリを登録します。
PUT _snapshot/my-snapshot-repo-name
{
"type": "s3",
"settings": {
"bucket": "bucket-name",
"region": "us-west-2",
"role_arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/OpenSearchSnapshotRole"
}
}

2.

次に、リポジトリ内のスナップショットを一覧表示し、復元するスナップショットを見つけます。こ
の時点で、Postman を続けて使用するか、curl などのツールに切り替えることができます。
短縮構文
GET _snapshot/my-snapshot-repo-name/_all

curl
curl -XGET -u 'master-user:master-user-password' https://domain-endpoint/_snapshot/mysnapshot-repo-name/_all

3.

スナップショットを復元します。
短縮構文
POST _snapshot/my-snapshot-repo-name/my-snapshot-name/_restore
{
"indices": "migration-index1,migration-index2,other-indices-*",
"include_global_state": false
}

curl
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curl -XPOST -u 'master-user:master-user-password' https://domain-endpoint/_snapshot/mysnapshot-repo-name/my-snapshot-name/_restore \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"indices":"migration-index1,migration-index2,other-indices*","include_global_state":false}'

4.

最後に、インデックスが正常に復元されていることを検証します。
短縮構文
GET _cat/indices?v

curl
curl -XGET -u 'master-user:master-user-password' https://domain-endpoint/_cat/indices?v

これで、移行は完了です。続いて、新しい OpenSearch Service エンドポイントを使用するようにクライ
アントを設定したり、ワークロードに合わせてドメインのサイズを変更 (p. 363)したり、インデックスの
シャード数を確認したり、IAM マスターユーザー (p. 155)に切り替えたり、OpenSearch Dashboards での
可視化の構築を開始したりすることができます。

チュートリアル: Amazon OpenSearch Service を用
いて検索アプリケーションを作成する
Amazon OpenSearch Service を用いて検索アプリケーションを作成する一般的な方法は、サーバーへの
ユーザークエリを送信するウェブフォームを使用することです。次に、OpenSearch API を直接呼び出す
ようサーバーを承認し、サーバーが OpenSearch Service にリクエストを送信するようにします。ただ
し、サーバーに依存しないクライアント側のコードを記述する場合は、セキュリティとパフォーマンスの
リスクを補正する必要があります。OpenSearch API への、署名されていないパブリックアクセスを許可
することはお勧めしません。ユーザーは、保護されていないエンドポイントにアクセスしたり、過度に広
範なクエリ (または多すぎるクエリ) によりクラスターのパフォーマンスに影響を及ぼす可能性がありま
す。
この章では、解決方法を提示します。Amazon API Gateway を使用してユーザーを OpenSearch API のサ
ブセットに制限し、AWS Lambda を使用して API Gateway から OpenSearch Service へのリクエストに署
名します。

Note
スタンダードの API Gateway および Lambda 料金表が適用されますが、このチュートリアル内で
の使用は限定されているため、費用はごくわずかです。

前提条件
このチュートリアルの前提条件は、OpenSearch Service ドメインです。まだドメインを持っていない場合
は、「OpenSearch Service ドメインを作成する (p. 11)」のステップに従って、ドメインを作成します。

ステップ 1: サンプルデータのインデックス作成
sample-movies.zip をダウンロードして解凍します。_bulk API を使用して、movies インデックスに
5,000 ドキュメントを追加します。
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POST https://search-my-domain.us-west-1.es.amazonaws.com/_bulk
{ "index": { "_index": "movies", "_type": "movie", "_id": "tt1979320" } }
{"directors":["Ron Howard"],"release_date":"2013-09-02T00:00:00Z","rating":8.3,"genres":
["Action","Biography","Drama","Sport"],"image_url":"http://ia.media-imdb.com/images/
M/MV5BMTQyMDE0MTY0OV5BMl5BanBnXkFtZTcwMjI2OTI0OQ@@._V1_SX400_.jpg","plot":"A recreation of the merciless 1970s rivalry between Formula One rivals James Hunt and Niki
Lauda.","title":"Rush","rank":2,"running_time_secs":7380,"actors":["Daniel Brühl","Chris
Hemsworth","Olivia Wilde"],"year":2013,"id":"tt1979320","type":"add"}
{ "index": { "_index": "movies", "_type": "movie", "_id": "tt1951264" } }
{"directors":["Francis Lawrence"],"release_date":"2013-11-11T00:00:00Z","genres":
["Action","Adventure","Sci-Fi","Thriller"],"image_url":"http://ia.media-imdb.com/images/
M/MV5BMTAyMjQ3OTAxMzNeQTJeQWpwZ15BbWU4MDU0NzA1MzAx._V1_SX400_.jpg","plot":"Katniss
Everdeen and Peeta Mellark become targets of the Capitol after their victory in the 74th
Hunger Games sparks a rebellion in the Districts of Panem.","title":"The Hunger Games:
Catching Fire","rank":4,"running_time_secs":8760,"actors":["Jennifer Lawrence","Josh
Hutcherson","Liam Hemsworth"],"year":2013,"id":"tt1951264","type":"add"}
...

手順については、the section called “オプション 2: 複数のドキュメントをアップロードする” (p. 13) を参照
してください。

ステップ 2: API Gateway で API を作成する
API Gateway を使用してさらに制限された API を作成することで、OpenSearch _search API とのやり取
りのプロセスを簡素化することができます。API Gateway により、Amazon Cognito 認証やリクエストス
ロットリングなどのセキュリティ機能を有効にすることもできます。API を作成してデプロイするには、
以下のステップを実施します。

API の作成と設定
API Gateway コンソールを使用して API を作成するには
1.

API Gateway 内で、[API の作成] を選択します。

2.

[REST API] (プライベートではない) を見つけ、[構築] を選択します。

3.

次のフィールドを設定します。
• API 名: opensearch-api
• 説明: Amazon OpenSearch Service ドメイン検索用のパブリック API
• エンドポイントタイプ: リージョン別

4.

API の作成 を選択します。

5.

[アクション] および [メソッドの作成] を選択します。

6.

ドロップダウンで [GET] を選択し、チェックマークをクリックして確定します。

7.

以下の設定を行い、[保存] を選択します。

設定

値

統合タイプ

Lambda 関数

Lambda プロキシ統合の使用

はい

Lambda のリージョン

us-west-1

Lambda 関数

opensearch-lambda (これは後で Lambda で設
定します)
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設定

値

デフォルトタイムアウトの使用

はい

Note
これらの手順を順番に実行すると、「Function not found: arn:aws:lambda:uswest-1:123456789012:function:opensearch-lambda」というエラーが表示されます。ステップ 3
で Lambda 関数を設定するため、このエラーは無視できます。

メソッドリクエストの設定
[メソッドリクエスト] を選択して、以下の設定を行います。
設定

値

承認

なし

リクエストの検証

クエリ文字列パラメータ、およびヘッダーの検証

API キーが必要です

false

URL クエリ文字列パラメータ
設定

値

名前

q

必須

はい

API のデプロイとステージの設定
API Gateway コンソールでは、デプロイを作成して新規または既存のステージに関連付けることで API を
デプロイできます。
1.

[アクション] および [API のデプロイ] を選択します。

2.

[デプロイステージ] では、[新しいステージ] を選択し、ステージ opensearch-api-test に名前を
付けます。

3.
4.

[Deploy] (デプロイ) をクリックします。
ステージエディタで以下の設定を行い、[変更の保存] を選択します。

設定

値

スロットリングの有効化

はい

レート

1000

バースト

500

これらの設定は、エンドポイントのルート (https://some-id.execute-api.uswest-1.amazonaws.com/search-es-api-test) への GET リクエストという 1 つのメソッドのみを
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持つ API を設定します。リクエストに必要なのは、検索するクエリ文字列という 1 つのパラメータ (q) で
す。呼び出されると、メソッドは opensearch-lambda 関数を実行する Lambda にリクエストを渡し
ます。詳細については、「Amazon API Gateway での API の作成」および「Amazon API Gateway での
REST API のデプロイ」を参照してください。

ステップ 3: Lambda 関数を作成してデプロイする
API Gateway で API を作成したら、リクエストを渡す Lambda 関数を作成します。

Lambda 関数を作成する
このソリューションでは、API Gateway は次の Python 3.8 Lambda 関数にリクエストを渡します。この関
数は OpenSearch Service にクエリを送り、結果を返します。関数名を opensearch-lambda とします。
このサンプル関数は外部ライブラリを使用するため、コードを機能させるには、デプロイパッケージを作
成して Lambda にアップロードする必要があります。Lambda 関数とデプロイパッケージの作成の詳細に
ついては、AWS Lambda デベロッパーガイドの「.zip ファイルアーカイブで Python Lambda 関数をデプ
ロイする」およびこのガイドの「the section called “Lambda デプロイパッケージを作成する” (p. 225)」を
参照してください。
import boto3
import json
import requests
from requests_aws4auth import AWS4Auth
region = '' # For example, us-west-1
service = 'es'
credentials = boto3.Session().get_credentials()
awsauth = AWS4Auth(credentials.access_key, credentials.secret_key, region, service,
session_token=credentials.token)
host = '' # The OpenSearch domain endpoint with https://
index = 'movies'
url = host + '/' + index + '/_search'
# Lambda execution starts here
def lambda_handler(event, context):
# Put the user query into the query DSL for more accurate search results.
# Note that certain fields are boosted (^).
query = {
"size": 25,
"query": {
"multi_match": {
"query": event['queryStringParameters']['q'],
"fields": ["title^4", "plot^2", "actors", "directors"]
}
}
}
# Elasticsearch 6.x requires an explicit Content-Type header
headers = { "Content-Type": "application/json" }
# Make the signed HTTP request
r = requests.get(url, auth=awsauth, headers=headers, data=json.dumps(query))
# Create the response and add some extra content to support CORS
response = {
"statusCode": 200,
"headers": {
"Access-Control-Allow-Origin": '*'
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}

},
"isBase64Encoded": False

# Add the search results to the response
response['body'] = r.text
return response

ハンドラーを変更する
ハンドラーとは、イベントを処理する関数コード内のメソッドです。Lambda 関数が配置されているデプ
ロイパッケージ内のファイルの名前に従って、ハンドラー名を変更する必要があります。例えば、ファイ
ルの名前が function.py の場合、ハンドラーの名前を function.lambda_handler に変更します。詳
細については、「Python の Lambda 関数ハンドラー」を参照してください。

トリガーの設定
トリガーの追加を選択し、関数を呼び出す HTTP エンドポイントを作成します。トリガーには、次の設定
がある必要があります。
トリガー

API

デプロイされるステー
ジ

セキュリティ

API Gateway

opensearch-api

opensearch-api-test

開く

ステップ 4 (オプション): ドメインアクセスポリシーを
変更する
OpenSearch Service ドメインで、Lambda 関数が movies インデックスへの GET リクエストを行うこと
を許可する必要があります。きめ細かなアクセスコントロールが有効になっているドメインで未処理のア
クセスポリシーがある場合は、そのまま使用できます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "*"
},
"Action": "es:*",
"Resource": "arn:aws:es:us-west-1:123456789012:domain/domain-name/*"
}
]

または、所持しているドメインアクセスポリシーをよりきめ細かにすることもできます。例えば、次の
最小限のポリシーは、movies インデックスへの opensearch-lambda-role (Lambda を通じて作成
された) 読み取りアクセスを提供します。Lambda が自動的に作成するロールの正確な名前を取得するに
は、AWS Identity and Access Management (IAM) コンソールに進み、ロールを選択し、「lambda」を検索
します。
{

"Version": "2012-10-17",
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"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/opensearch-lambdarole-1abcdefg"
},
"Action": "es:ESHttpGet",
"Resource": "arn:aws:es:us-west-1:123456789012:domain/domain-name/movies/_search"
}
]
}

Note
きめ細かなアクセスコントロールがドメインに対して有効になっている場合は、OpenSearch
ダッシュボードでロールをユーザーにマップする (p. 161)必要が生じることがあります。そうし
ないと、許可エラーが表示されます。
アクセスポリシーの詳細については、「the section called “アクセスポリシーの設定” (p. 21)」を参照して
ください。

ステップ 5: ウェブアプリケーションをテストする
ウェブアプリケーションをテストするには
1.

sample-site.zip をダウンロードして解凍し、お気に入りのテキストエディタで scripts/search.js
を開きます。

2.

API Gateway エンドポイントを指すように apigatewayendpoint 変数を更新します。エンドポイン
トの形式は https://some-id.execute-api.us-west-1.amazonaws.com/opensearch-apitest です。[Stages] (ステージ) と API の名前を選択することで、API ゲートウェイでエンドポイン
トをすばやく見つけることができます。

3.

index.html を開き、thor、house、および他のいくつかの用語の検索を実行してみてください。
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CORS エラーのトラブルシューティング
Lambda 関数で CORS をサポートするための応答にコンテンツが含まれていても、次のエラーが表示され
る場合があります。
Access to XMLHttpRequest at '<api-gateway-endpoint>' from origin 'null' has been blocked by
CORS policy: No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present in the requested resource.

このような場合は、以下のことを試してみます。
1.

GET リソースで CORS を有効化します。[Advanced] (アドバンスト) の下で、[Access-Control-AllowCredentials] を 'true' にセットします。

2.

API ゲートウェイ ([Actions] (アクション)、[Deploy API] (API のデプロイ)) で API を再デプロイしま
す。

3.

Lambda 関数トリガーを削除して再追加します。

次のステップ
この章は、概念を示すための出発点にすぎません。例えば、次のような変更が考えられます。
• OpenSearch Service ドメインに独自のデータを追加します。
• API にメソッドを追加します。
• Lambda 関数では、検索クエリを変更するか、異なるフィールドを追加します。
• 結果のスタイルを変更するか、search.js を変更してユーザーに異なるフィールドを表示します。

チュートリアル: OpenSearch Service と
OpenSearch Dashboards によるカスタマーサポー
トへの問い合わせを可視化する
この章は、次のような状況の完全なチュートリアルです。ビジネスである程度の数のカスタマーサポート
コールを受けており、それらを分析したいと考えています。各問い合わせの件名は何でしょうか? 肯定的
なやり取りの数はいくつでしょうか? 否定的なやり取りの数はいくつでしょうか? マネージャーはこれら
の問い合わせのトランスクリプトをどのように検索または確認することができますか?
手動ワークフローでは、従業員が通話記録を聴き、各問い合わせの件名をメモし、顧客とのやり取りが肯
定的であったかどうかを判断することが考えられます。
このようなプロセスには非常に大きな労力がかかります。1 回の問い合わせの平均時間が 10 分とすると、
各従業員が 1 日あたり聴くことができる問い合わせの数は 48 件にすぎません。人間の先入観や偏見を除
外することで、生成されるデータは非常に正確なものとなる一方で、データの量は最小限になります。つ
まり、問い合わせの件名と、顧客が満足したかどうかのブール値のみとなります。完全なトランスクリプ
トなど、それ以上の内容を伴う場合、非常に長い時間がかかる可能性があります。
Amazon S3、Amazon Transcribe、Amazon Comprehend、および Amazon OpenSearch Service を使用す
ることで、ごくわずかなコードで同様のプロセスを自動化し、はるかに多くのデータを得ることができま
す。例えば、問い合わせの完全なトランスクリプト、トランスクリプトからのキーワード、および問い合
わせの全体的な「センチメント」(肯定的、否定的、中立、混在) を取得できます。次に、OpenSearch と
OpenSearch Dashboards を使用して、データを検索して可視化できます。
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このチュートリアルはそのとおりに使用できますが、その意図は、OpenSearch Service でインデックス化
する前に、JSON ドキュメントを強化する方法に関するアイデアを生み出すことです。
推定コスト
一般的に、このチュートリアルのステップを実行するコストは 2 USD 未満です。このチュートリアルで
は、以下のリソースを使用します。
• 転送および保存されるデータが 100 MB 未満である S3 バケット
詳細については、「Amazon S3 料金表」を参照してください。
• 1 つの t2.medium インスタンスを持つ OpenSearch Service ドメインと、数時間に対応する 10 GiB の
EBS ストレージ
詳細については、「Amazon OpenSearch Service 料金表」を参照してください。
• Amazon Transcribe への数回の呼び出し
詳細については、「Amazon Transcribe 料金表」を参照してください。
• Amazon Comprehend への数回の自然言語処理の呼び出し
詳細については、「Amazon Comprehend 料金表」を参照してください。
トピック
• ステップ 1: 前提条件を設定する (p. 438)
• ステップ 2: サンプルコードをコピーする (p. 439)
• (オプション) ステップ 3: サンプルデータのインデックスを作成する (p. 442)
• ステップ 4: データを分析し、可視化する (p. 443)
• ステップ 5: リソースのクリーンアップと次のステップ (p. 447)

ステップ 1: 前提条件を設定する
続行する前に、以下のリソースが必要です。
前提条件

説明

Amazon S3 バケット

詳細については、Amazon Simple Storage Service コンソールユーザーガイ
ドの「バケットの作成」を参照してください。

OpenSearch Service ド
メイン

データのコピー先。詳細については、「OpenSearch Service ドメインの作
成 (p. 16)」を参照してください。

これらのリソースがない場合は、次の AWS CLI コマンドを使用して作成できます。
aws s3 mb s3://my-transcribe-test --region us-west-2

aws opensearch create-domain --domain-name my-transcribe-test --engine-version
OpenSearch_1.0 --cluster-config InstanceType=t2.medium.search,InstanceCount=1
--ebs-options EBSEnabled=true,VolumeType=standard,VolumeSize=10 --accesspolicies '{"Version":"2012-10-17","Statement":[{"Effect":"Allow","Principal":
{"AWS":"arn:aws:iam::123456789012:root"},"Action":"es:*","Resource":"arn:aws:es:uswest-2:123456789012:domain/my-transcribe-test/*"}]}' --region us-west-2
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Note
これらのコマンドでは us-west-2 リージョンを使用しますが、Amazon Comprehend がサポー
トしている任意のリージョンを使用することもできます。詳細については、「AWS 全般のリファ
レンス」を参照してください。

ステップ 2: サンプルコードをコピーする
1.

次の Python 3 サンプルコードをコピーし、call-center.py という新しいファイルに貼り付けま
す。
import boto3
import datetime
import json
import requests
from requests_aws4auth import AWS4Auth
import time
import urllib.request
# Variables to update
audio_file_name = '' # For example, 000001.mp3
bucket_name = '' # For example, my-transcribe-test
domain = '' # For example, https://search-my-transcribe-test-12345.uswest-2.es.amazonaws.com
index = 'support-calls'
type = '_doc'
region = 'us-west-2'
# Upload audio file to S3.
s3_client = boto3.client('s3')
audio_file = open(audio_file_name, 'rb')
print('Uploading ' + audio_file_name + '...')
response = s3_client.put_object(
Body=audio_file,
Bucket=bucket_name,
Key=audio_file_name
)
# # Build the URL to the audio file on S3.
# # Only for the us-east-1 region.
# mp3_uri = 'https://' + bucket_name + '.s3.amazonaws.com/' + audio_file_name
# Get the necessary details and build the URL to the audio file on S3.
# For all other regions.
response = s3_client.get_bucket_location(
Bucket=bucket_name
)
bucket_region = response['LocationConstraint']
mp3_uri = 'https://' + bucket_name + '.s3-' + bucket_region + '.amazonaws.com/' +
audio_file_name
# Start transcription job.
transcribe_client = boto3.client('transcribe')
print('Starting transcription job...')
response = transcribe_client.start_transcription_job(
TranscriptionJobName=audio_file_name,
LanguageCode='en-US',
MediaFormat='mp3',
Media={
'MediaFileUri': mp3_uri
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)

},
Settings={
'ShowSpeakerLabels': True,
'MaxSpeakerLabels': 2 # assumes two people on a phone call
}

# Wait for the transcription job to finish.
print('Waiting for job to complete...')
while True:
response =
transcribe_client.get_transcription_job(TranscriptionJobName=audio_file_name)
if response['TranscriptionJob']['TranscriptionJobStatus'] in ['COMPLETED',
'FAILED']:
break
else:
print('Still waiting...')
time.sleep(10)
transcript_uri = response['TranscriptionJob']['Transcript']['TranscriptFileUri']
# Open the JSON file, read it, and get the transcript.
response = urllib.request.urlopen(transcript_uri)
raw_json = response.read()
loaded_json = json.loads(raw_json)
transcript = loaded_json['results']['transcripts'][0]['transcript']
# Send transcript to Comprehend for key phrases and sentiment.
comprehend_client = boto3.client('comprehend')
# If necessary, trim the transcript.
# If the transcript is more than 5 KB, the Comprehend calls fail.
if len(transcript) > 5000:
trimmed_transcript = transcript[:5000]
else:
trimmed_transcript = transcript
print('Detecting key phrases...')
response = comprehend_client.detect_key_phrases(
Text=trimmed_transcript,
LanguageCode='en'
)
keywords = []
for keyword in response['KeyPhrases']:
keywords.append(keyword['Text'])
print('Detecting sentiment...')
response = comprehend_client.detect_sentiment(
Text=trimmed_transcript,
LanguageCode='en'
)
sentiment = response['Sentiment']
# Build the Amazon OpenSearch Service URL.
id = audio_file_name.strip('.mp3')
url = domain + '/' + index + '/' + type + '/' + id
# Create the JSON document.
json_document = {'transcript': transcript, 'keywords': keywords, 'sentiment':
sentiment, 'timestamp': datetime.datetime.now().isoformat()}
# Provide all details necessary to sign the indexing request.
credentials = boto3.Session().get_credentials()
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awsauth = AWS4Auth(credentials.access_key, credentials.secret_key, region,
'opensearchservice', session_token=credentials.token)
# Index the document.
print('Indexing document...')
response = requests.put(url, auth=awsauth, json=json_document, headers=headers)
print(response)
print(response.json())

2.
3.

最初の 6 つの変数を更新します。
次のコマンドを使用して必要なパッケージをインストールします。
pip install boto3
pip install requests
pip install requests_aws4auth

4.

call-center.py と同じディレクトリに MP3 を配置し、スクリプトを実行します。サンプル出力を
次に示します。
$ python call-center.py
Uploading 000001.mp3...
Starting transcription job...
Waiting for job to complete...
Still waiting...
Still waiting...
Still waiting...
Still waiting...
Still waiting...
Still waiting...
Still waiting...
Detecting key phrases...
Detecting sentiment...
Indexing document...
<Response [201]>
{u'_type': u'call', u'_seq_no': 0, u'_shards': {u'successful': 1, u'failed': 0,
u'total': 2}, u'_index': u'support-calls4', u'_version': 1, u'_primary_term': 1,
u'result': u'created', u'_id': u'000001'}

call-center.py は多数のオペレーションを実行します。
1. このスクリプトは、音声ファイル (この例では MP3 ですが、Amazon Transcribe は複数の形式をサポー
トします) を S3 バケットにアップロードします。
2. オーディオファイルの URL を Amazon Transcribe に送信し、書き起こしジョブの完了を待機します。
書き起こしジョブが完了するまでの時間は、オーディオファイルの長さによって異なります。数秒では
なく、数分であると想定してください。

Tip
書き起こしの品質を向上させるため、Amazon Transcribe 用のカスタム語彙を設定できます。
3. 書き起こしジョブが完了すると、スクリプトはトランスクリプトを抽出し、それを 5,000 文字に切り捨
て、キーワードとセンチメントの分析のため Amazon Comprehend に送信します。
4. 最後に、スクリプトは完全なトランスクリプト、キーワード、センチメント、および現在のタイムスタ
ンプを JSON ドキュメントに追加し、そのインデックスを OpenSearch Service に作成します。

Tip
LibriVox には、テストに使用できるパブリックドメインオーディオブックがあります。
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(オプション) ステップ 3: サンプルデータのインデック
スを作成する
多くの通話記録が手元にない場合 (これは一般的です)、sample-calls.zip にサンプルドキュメントのイン
デックス (p. 222)を作成できます。これは call-center.py で生成されるものと同等です。
1.

bulk-helper.py という名前のファイルを作成します。
import boto3
from opensearchpy import OpenSearch, RequestsHttpConnection
import json
from requests_aws4auth import AWS4Auth
host = '' # For example, my-test-domain.us-west-2.es.amazonaws.com
region = '' # For example, us-west-2
service = 'es'
bulk_file = open('sample-calls.bulk', 'r').read()
credentials = boto3.Session().get_credentials()
awsauth = AWS4Auth(credentials.access_key, credentials.secret_key, region, service,
session_token=credentials.token)
search = OpenSearch(
hosts = [{'host': host, 'port': 443}],
http_auth = awsauth,
use_ssl = True,
verify_certs = True,
connection_class = RequestsHttpConnection
)
response = search.bulk(bulk_file)
print(json.dumps(response, indent=2, sort_keys=True))

2.

host および region の最初の 2 つの変数を更新します。

3.

次のコマンドを使用して必要なパッケージをインストールします。
pip install opensearch-py

4.

sample-calls.zip をダウンロードして解凍します。

5.

sample-calls.bulk と同じディレクトリに bulk-helper.py を配置し、ヘルパーを実行します。
サンプル出力を次に示します。
$ python bulk-helper.py
{
"errors": false,
"items": [
{
"index": {
"_id": "1",
"_index": "support-calls",
"_primary_term": 1,
"_seq_no": 42,
"_shards": {
"failed": 0,
"successful": 1,
"total": 2
},
"_type": "_doc",
"_version": 9,
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"result": "updated",
"status": 200

}

}
},
...
],
"took": 27

ステップ 4: データを分析し、可視化する
OpenSearch Service にデータを配置したので、OpenSearch Dashboards を使用してそのデータを可視化
することができます。
1.

https://search-domain.region.es.amazonaws.com/_dashboards に移動します。

2.

OpenSearch Dashboards を使用するには、インデックスパターンが必要です。Dashboards はイ
ンデックスパターンを使用して、分析を 1 つまたは複数のインデックスに絞り込みます。callcenter.py が作成した support-calls インデックスと一致させるには、[スタックの管理]、[イン
デックスパターン] に移動し、support* のインデックスパターンを定義してから、[次のステップ] を
選択します。

3.

[タイムフィルターフィールド名] で、[タイムスタンプ] を選択します。

4.

これで、可視化の作成を開始できます。[可視化] を選択し、新しい視覚化を追加します。

5.

円グラフと support* インデックスパターンを選択します。

6.

デフォルトの可視化は基本的です。そこで、より魅力的な視覚化を作成するため、[分割スライス] を
選択します。
[集約] で、[用語] を選択します。[フィールド] で、[sentiment.keyword] を選択します。次に、[変更の
適用] を選択し、[保存] を選択します。
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7.

[可視化] ページに戻り、別の可視化を追加します。今回は、水平棒グラフを選択します。

8.

[シリーズの分割] を選択します。
[集約] で、[用語] を選択します。[フィールド] で、[keywords.keyword] を選択し、[サイズ] を 20 に変
更します。次に、[変更の適用] を選択し、[保存] を選択します。
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9.

[可視化] ページに戻り、最終的な 1 つの視覚化である垂直棒グラフを追加します。

10. [シリーズの分割] を選択します。[集約] で、[日付ヒストグラム] を選択します。[フィールド] の [タイ
ムスタンプ] を選択し、[間隔] を [日別] に設定します。
11. [メトリクス & 軸] を選択し、[モード] を [法線] に変更します。
12. [変更の適用] を選択し、[保存] を選択します。
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13. これで 3 つの可視化を作成したので、Dashboards ダッシュボードに追加することができます。[ダッ
シュボード] を選択し、ダッシュボードを作成して、可視化を追加します。
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ステップ 5: リソースのクリーンアップと次のステッ
プ
不要な料金が発生しないようにするため、S3 バケットおよび OpenSearch Service ドメインを削除しま
す。詳細については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「バケットの削除」およびこの
ガイドの「OpenSearch Service ドメインを削除する (p. 15)」を参照してください。
トランスクリプトは、MP3 ファイルよりもはるかに少ないディスク容量で済みます。MP3 の保持期間を
短くする (例えば、通話記録の保持期間を 3 か月から 1 か月にする) ことも、数年間のトランスクリプトを
保持することもでき、いずれの場合もストレージコストを低減できます。
また、AWS Step Functions と Lambda を使用した書き起こしプロセスの自動化、インデックス作成前の
メタデータの追加、またはユースケースに正確に合わせたより複雑な視覚化の作成もできます。
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Amazon OpenSearch Service のトラ
ブルシューティング
このトピックでは、一般的な Amazon OpenSearch Service の問題の特定と解決方法について説明しま
す。AWS サポートに問い合わせる前に、このセクションの情報を参照してください。

OpenSearch Dashboards にアクセスできない
OpenSearch Dashboards エンドポイントは、署名付きリクエストをサポートしていません。ドメインの
アクセスコントロールポリシーで、特定の IAM ユーザーまたはロールにのみアクセス権が付与されてお
り、Amazon Cognito 認証 (p. 180)を設定していない場合、Dashboards にアクセスしようとしたときに、
次のエラーが発生する場合があります。
"User: anonymous is not authorized to perform: es:ESHttpGet"

OpenSearch Service ドメインで VPC アクセスを使用している場合、このエラーを受け取らない可能性が
ありますが、リクエストがタイムアウトする可能性があります。この問題の修正、および利用できるさま
ざまな設定オプションの詳細については、「the section called “OpenSearch Dashboards へのアクセス権
のコントロール” (p. 286)」、「the section called “VPC ドメインのアクセスポリシーについて” (p. 40)」、
および「the section called “アイデンティティとアクセス管理” (p. 133)」を参照してください。

VPC ドメインにアクセスできない
「the section called “VPC ドメインのアクセスポリシーについて” (p. 40)」および「the section called “VPC
ドメインをテストする” (p. 42)」を参照してください。

読み取り専用状態のクラスター
以前の Elasticsearch のバージョンと比較すると、OpenSearch と Elasticsearch 7.x は、クラスターの調整
に別のシステムを使用します。この新しいシステムでは、クラスターがクォーラムを失うと、アクション
を実行するまでクラスターは使用できなくなります。クォーラム損失には 2 つの形式があります。
• クラスターが専用マスターノードを使用している場合は、半分以上が利用できないときにクォーラム損
失が発生します。
• クラスターで専用マスターノードを使用していない場合は、データノードの半分以上が利用できないと
きにクォーラム損失が発生します。
クォーラム損失が発生し、クラスターに複数のノードがある場合、OpenSearch Service はクォーラムを復
元し、クラスターを読み取り専用状態にします。これには 2 つのオプションがあります。
• 読み取り専用状態を削除し、クラスターをそのまま使用します。
• スナップショットからクラスターまたは個々のインデックスを復元します (p. 51)。
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クラスターをそのまま使用する場合は、次のリクエストを使用してクラスターの状態が緑色であることを
確認します。
GET _cat/health?v

クラスターの状態が赤の場合、スナップショットからクラスターを復元することをお勧めします。トラブ
ルシューティングのステップについては、the section called “赤のクラスター状態” (p. 449) も合わせてお
読みください。クラスターの状態が緑色の場合は、次のリクエストを使用して、予想されるすべてのイン
デックスが存在することを確認します。
GET _cat/indices?v

次に、いくつかの検索を実行して、予想されるデータが存在することを確認します。存在する場合は、次
のリクエストを使用して読み取り専用状態を削除できます。
PUT _cluster/settings
{
"persistent": {
"cluster.blocks.read_only": false
}
}

クォーラム損失が発生し、クラスターにノードが 1 つしかない場合、OpenSearch Service はノードを置き
換え、クラスターを読み取り専用状態にしません。それ以外の場合、オプションは同じです。つまり、ク
ラスターをそのまま使用するか、スナップショットから復元します。
どちらの場合も、OpenSearch Service は、AWS Health Dashboard に 2 つのイベントを送信します。最初
のステップでは、クォーラムの損失が通知されます。2 番目のステップは、OpenSearch Service でクォー
ラムが正常に復元された場合に発生します。AWS Health Dashboard の使用に関する詳細は、「AWS
Health ユーザーガイド」を参照してください。

赤のクラスター状態
赤のクラスター状態は、少なくとも 1 つのプライマリシャードとそのレプリカがノードに割り当てられ
ていないことを意味します。OpenSearch Service は、インデックスの状態にかかわらず、すべてのイン
デックスの自動スナップショットを取得しようとしますが、赤色のクラスター状態が維持されている間、
スナップショットは失敗します。
赤のクラスター状態の最も一般的な原因は、クラスターノードの障害 (p. 454)と、継続的な高負荷による
OpenSearch プロセスのクラッシュです。

Note
OpenSearch Service は、クラスター状態にかかわらず 14 日間自動スナップショットを保存
します。したがって、赤のクラスター状態が 2 週間を超えて続くと、最後に正常な自動スナッ
プショットが削除され、クラスターのデータが完全に失われることになります。OpenSearch
Service ドメインが赤のクラスター状態になると、自分で問題に対処するか、サポートチームに支
援を依頼するかを選ぶよう、AWS Support から求められる場合があります。CloudWatch アラー
ムを設定 (p. 370)して、赤のクラスター状態が発生したときに通知を受けることもできます。
最終的に、赤のシャードにより赤のクラスターが発生し、赤のインデックスにより赤のシャードが発生し
ます。赤のクラスター状態の原因となっているインデックスを識別するため、OpenSearch にはいくつか
の有用な API が用意されています。
• GET /_cluster/allocation/explain は、見つかった最初の割り当てられていないシャードを選択
し、そのシャードをノードに割り当てることができない理由について説明します。
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{

"index": "test4",
"shard": 0,
"primary": true,
"current_state": "unassigned",
"can_allocate": "no",
"allocate_explanation": "cannot allocate because allocation is not permitted to any
of the nodes"

}

• GET /_cat/indices?v はヘルス状態、ドキュメントの数、および各インデックスのディスク使用量
を表示します。
health status index
store.size pri.store.size
green open
test1
14mb
14mb
green open
test2
233b
233b
green open
test3
14.7kb
7.3kb
red
open
test4
green open
test5
24.3kb
24.3kb

uuid

pri rep docs.count docs.deleted

30h1EiMvS5uAFr2t5CEVoQ

5

0

820

0

sdIxs_WDT56afFGu5KPbFQ

1

0

0

0

GGRZp_TBRZuSaZpAGk2pmw

1

1

2

0

BJxfAErbTtu5HBjIXJV_7A
_8C6MIXOSxCqVYicH3jsEA

1
1

0
0

7

0

赤のインデックスを削除することが、赤のクラスター状態を修正するための最速の方法です。赤のクラス
ター状態の理由によっては、OpenSearch Service ドメインをスケールし、より大きなインスタンスタイ
プ、より多くのインスタンス、またはより EBS ベースのストレージを使用して、問題のあるインデックス
の再作成を試みることができます。
問題のあるインデックスを削除することが可能でない場合、スナップショットを復元する (p. 51)、イン
デックスからドキュメントを削除する、インデックスの設定を変更する、レプリカの数を減らす、または
他のインデックスを削除してディスク領域を解放することができます。重要なステップは、OpenSearch
Service ドメインを再設定する前に、赤のクラスター状態を解決することです。赤のクラスター状態のド
メインを再設定すると、問題が複雑化し、状態を解決するまで、設定状態が [処理中] のままドメインがス
タックする可能性があります。

赤いクラスターの自動修復
クラスターステータスが赤になって連続して 1 時間以上経過した場合、OpenSearch Service は、未割り当
てのシャードを再ルーティングするか、過去のスナップショットから復元することによってクラスターを
自動的に修正しようとします。
1 つ以上の赤いインデックスの修正に失敗し、クラスターステータスが合計で 14 日間赤のままのと
き、OpenSearch Service は、クラスターで以下の条件のうち少なくとも 1 つが満たされている場合にのみ
追加のアクションを実行します。
• アベイラビリティーゾーンが 1 つだけである
• 専用マスターノードがある
• バースト可能なインスタンスタイプ (T2 または T3) が含まれる
この時点で、これらの条件のうちの 1 つがクラスターで満たされている場合、OpenSearch Service は、
次の 7 日間にわたって、これらのインデックスを修正しないとすべての未割り当てのシャードが削除
されることを説明する通知 (p. 32)を毎日送信します。21 日が経過してもクラスターステータスが赤で
ある場合、OpenSearch Service はすべての赤いインデックスの未割り当てシャード (ストレージとコ
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ンピューティング) を削除します。通知は、これらの各イベントの OpenSearch Service コンソールの
[Notifications] (通知) パネルに表示されます。詳細については、「the section called “クラスターヘルスイベ
ント” (p. 116)」を参照してください。

処理の継続的な高負荷からの復旧
赤のクラスター状態がデータノードの処理の継続的な高負荷によるものであるかどうかを判断するには、
次のクラスターメトリクスをモニタリングします。
関連するメトリクス

説明

復旧

JVMMemoryPressure

クラスター内のすべてのデータノード
で使用する Java ヒープのパーセンテー
ジを指定します。このメトリクスの [最
大] の統計を表示し、Java ガベージコレ
クターが十分なメモリの回収に失敗し
たことで生じる少量ずつのメモリプレッ
シャーを検出します。このパターンは
通常、複雑なクエリまたは大きいデータ
フィールドが原因です。

JVM のメモリ サーキッ
トブレーカーを設定しま
す。詳細については、
「the section called “JVM
OutOfMemoryError” (p. 453)」
を参照してください。

問題が解決しない場合は、不要
なインデックスを削除する、ド
メインへのリクエストの数また
x86 インスタンスタイプは、コンカレン は複雑性を減少する、インスタ
トマークスイープ (CMS) ガベージコレ ンスを追加する、あるいはより
クターを使用します。このガベージコレ 大きなインスタンスタイプを使
クターは、アプリケーションスレッドと 用します。
ともに一時停止を短くします。通常の収
集処理中に CMS が十分なメモリを再利
用できない場合、完全なガベージコレク
ションがトリガーされ、アプリケーショ
ンが長時間一時停止し、クラスターの安
定性に影響する可能性があります。
ARM ベースの Graviton インスタンスタ
イプは、Garbage-First (G1) ガベージコ
レクターを使用します。G1 ガベージコ
レクターは CMS に似ていますが、追加
の短い一時停止とヒープの最適化を使用
して、完全なガベージコレクションの必
要性をさらに減らします。
いずれの場合でも、完全なガベージコレ
クション中にガベージコレクターが再利
用できる範囲を超えてメモリ使用量が
増加し続けると、メモリ不足エラーが発
生して OpenSearch がクラッシュしま
す。すべてのインスタンスタイプで使用
率を 80% 以下にすることをお勧めしま
す。
_nodes/stats/jvm API は、JVM 統
計の有用な要約、メモリプールの使用
量、およびガベージコレクションの情報
を提供します。
GET domain-endpoint/_nodes/stats/
jvm?pretty
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関連するメトリクス

説明

復旧

CPUUtilization

クラスター内のデータノードで使用す
る CPU リソースのパーセンテージを指
定します。このメトリクスの [最大] の
統計を表示し、使用量の多い継続的なパ
ターンを探します。

データノードを追加するか、既
存のデータノードのインスタン
スタイプのサイズを大きくしま
す。

ノード

クラスターのノード数の指定。このメト データノードを追加します。
リクスの [最小] の統計を表示します。
サービスがクラスターの新しいインスタ
ンス群をデプロイすると、この値が変動
します。

黄色のクラスター状態
黄色のクラスター状態は、すべてのインデックスのプライマリシャードがクラスター内のノードに割り当
てられ、少なくとも 1 つのインデックスのレプリカシャードは割り当てられていないことを意味します。
単一ノードクラスターでは、OpenSearch Service がレプリカを割り当てることができる他のノードがない
ため、常に黄色のクラスター状態で初期化されることに注意してください。緑のクラスター状態を確保す
るには、ノード数を増やします。詳細については、「the section called “ドメインのサイジング” (p. 363)」
を参照してください。
マルチノードクラスターは、新しいインデックスを作成した後、またはノード障害の後に、一時的に黄
色のクラスター状態になることがあります。OpenSearch がクラスター全体でデータをレプリケートする
と、この状態は自己解決されます。ディスク容量の不足 (p. 452)も黄色のクラスター状態を引き起こす可
能性があります。クラスターは、ノードにレプリカシャードを収容するディスク領域がある場合のみ、レ
プリカシャードを配布できます。

ClusterBlockException
以下の理由により、ClusterBlockException エラーを受け取る場合があります。

使用可能なストレージ領域の不足
クラスター内の 1 つ以上のノードの使用可能なストレージ容量が 20% 未満、またはストレージ容量が 20
GB 未満の場合、ドキュメントの追加やインデックスの作成などの基本的な書き込みオペレーションが失
敗する可能性があります。the section called “ストレージ要件の計算” (p. 363) は、OpenSearch Service に
よるディスク容量の使用の概要を提供します。
問題を回避するには、OpenSearch Service コンソールの FreeStorageSpace メトリクスをモニタリン
グし、CloudWatch アラームを作成 (p. 370)して、FreeStorageSpace が特定のしきい値を下回ったとき
にトリガーします。GET /_cat/allocation?v は、シャードの割り当てとディスク使用量の有用な概要
も提供します。ストレージ容量の不足に関連する問題を解決するには、OpenSearch Service ドメインをス
ケールし、より大きなインスタンスタイプ、より多くのインスタンス、またはより EBS ベースのストレー
ジを使用します。

JVM メモリ負荷が高い
JVMMemoryPressure メトリクスが 30 分の間 92% を超えると、クラスターが赤の状態に到達しないよう
に、OpenSearch Service は保護メカニズムをトリガーし、すべての書き込み操作をブロックします。保護
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が有効な状態では、書き込みオペレーションは ClusterBlockException エラーで失敗し、新しいイン
デックスは作成できず IndexCreateBlockException エラーがスローされます。
[JVMMemoryPressure] メトリクスが 88% 以下に戻った状態が 5 分間続くと、保護が無効になり、クラス
ターへの書き込み操作はブロックされません。
高い JVM のメモリ負荷は、クラスターに対するリクエスト数の急増、ノード全体でのシャード割り当ての
不均衡、クラスター内の過度に多いシャード、大量のフィールドデータまたはインデックスマッピング、
または入ってくる負荷を処理できないインスタンスタイプによって引き起こされることがあります。ま
た、集計やワイルドカードを使用したり、クエリで広い時間範囲を使用したりすることによって発生する
こともあります。
クラスターへのトラフィックを減らし、JVM のメモリ負荷が高い問題を解決するには、次の 1 つ以上を試
してください。
• ノードあたりの最大ヒープサイズが 32 GB になるようにドメインをスケールする。
• 古いインデックスや未使用のインデックスを削除して、シャードの数を減らす。
• POST index-name/_cache/clear?fielddata=true API オペレーションでデータキャッシュをク
リアする。キャッシュをクリアすると、進行中のクエリが中断される可能性があることに注意してくだ
さい。
一般的に、将来 JVM メモリの負荷が高くなるのを避けるために、次のベストプラクティスに従ってくださ
い。
• テキストフィールドでの集計を避けるか、インデックスのマッピングタイプを keyword に変更しま
す。
• 適切な数のシャードを選択 (p. 364)して、検索とインデックス作成のリクエストを最適化します。
• 定期的に未使用のインデックスを削除 (p. 359)するように Index State Management (ISM) ポリシーを設
定します。

JVM OutOfMemoryError
JVM の OutOfMemoryError は、一般的に次のいずれかの JVM サーキットブレーカーに到達したことを
意味します。
サーキットブレーカー 説明

クラスター設定プロパティ

親ブレーカー

すべてのサーキットブレー
カーで JVM ヒープメモリの
パーセンテージの合計に許可
されます。デフォルト値は
95% です。

indices.breaker.total.limit

フィールド データ ブ
レーカー

JVM ヒープメモリのパーセ
ンテージは、メモリに単一の
データフィールドをロードす
ることを許可します。デフォ
ルト値は 40% です。大きい
フィールドを用いてデータを
アップロードする場合は、こ
の上限を引き上げる必要があ
ります。

indices.breaker.fielddata.limit

API バージョン 2015-01-01
453

Amazon OpenSearch Service デベロッパーガイド
障害が発生したクラスターノード

サーキットブレーカー 説明

クラスター設定プロパティ

リクエストブレーカー JVM ヒープメモリのパーセ
ンテージは、サービスリクエ
ストに応答するために使用さ
れるデータ構造に許可されま
す。デフォルト値は 60% で
す。サービスリクエストが集
計の計算を含む場合は、この
上限を引き上げる必要がある
場合があります。

indices.breaker.request.limit

障害が発生したクラスターノード
Amazon EC2 インスタンスでは、予期しない終了と再起動が発生する場合があります。通
常、OpenSearch Service はノードを再起動します。ただし、OpenSearch クラスターの 1 つ以上のノード
が失敗した状態のままであることがあります。
この状態を確認するには、OpenSearch Service コンソールでドメインダッシュボードを開きます。[クラ
スターのヘルス] タブに移動し、[ノード合計数] メトリクスを見つけます。報告されるノード数がクラス
ターに設定した数より小さいかどうかを調べます。メトリクスが、1 つ以上のノードが 1 日以上ダウンし
ていることを示している場合は、AWS サポートまでお問い合わせください。
CloudWatch アラームを設定 (p. 370)して、この問題が発生したときに通知を受けることもできます。

Note
[合計ノード] メトリクスは、クラスター設定の変更中およびサービスの定期的なメンテナンス中
は、正確ではありません。この動作は想定されるものです。メトリクスは、すぐに正しい数のク
ラスターノードを報告します。詳細については、「the section called “設定変更” (p. 22)」を参照
してください。
クラスターを予期しないノードの終了と再起動から保護するには、OpenSearch Service ドメインで各イン
デックスに少なくとも 1 つのレプリカを作成します。

シャードの最大制限を超えました
OpenSearch および 7.x バージョンのElasticsearch のデフォルト設定は、ノードあたり 1,000 シャード以
下です。OpenSearch/ElasticSearch は、新しいインデックスの作成などのリクエストが原因でこの制限を
超えると、エラーをスローします。このエラーが発生した場合は、いくつかのオプションがあります。
• さらにデータノードをクラスターに追加します。
• _cluster/settings/cluster.max_shards_per_node 設定を増加します。
• _shrink API (p. 385) を使用して、ノードのシャード数を減らします。

ドメインが処理状態でスタックしている
OpenSearch Service ドメインは、設定変更 (p. 22)中に、「処理中」状態になります。設定変更を開始す
ると、ドメインの状態は 「処理中」に変わり、その間、OpenSearch Service によって新しい環境が作成
されます。新しい環境では、OpenSearch Service は、適用可能なノード (データ、マスター、UltraWarm
など) の新しいセットを起動します。移行が完了すると、古いノードは終了します。
次のいずれかの状況が発生した場合、クラスターは「処理中」状態でスタックすることがあります。
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• 新しいデータノードセットの起動は失敗します。
• 新しいデータノードセットへのシャード移行は失敗します。
• 検証チェックがエラーで失敗しました。
これらの各状況における詳細な解決ステップについては、「Amazon OpenSearch Service ドメインが「処
理中」状態のまま変わらないのはなぜですか。」を参照してください。

低 EBS バーストバランス
OpenSearch Service は、いずれかの汎用 (SSD) ボリュームの EBS バーストバランスが 70% を下回った
ときにコンソール通知を送信し、バランスが 20% を下回った場合はフォローアップ通知を送信します。こ
の問題を解決するには、クラスターをスケールアップするか、読み取り/書き込み IOPS を減らしてバース
トバランスをクレジットすることができます。詳細については、「汎用 SSD ボリューム (gp2)」を参照し
てください。BurstBalance CloudWatch メトリクスを使用して、EBS バーストバランスをモニタリング
できます。

監査ログを有効にできない
OpenSearch Service コンソールを使用して監査ログの公開を有効にしようとすると、次のエラーが発生す
る場合があります。
CloudWatch Logs グループで指定されているリソースアクセスポリシーは、Amazon OpenSearch Service
がログストリームを作成するための十分な許可を付与していません。リソースアクセスポリシーを確認し
てください。
このエラーが発生した場合は、ポリシーの resource 要素に正しいロググループ ARN が含まれているこ
とを確認してください。その場合は、次のステップを実行します。
1. 数分間待ちます。
2. ウェブブラウザでページを更新します。
3. [既存のグループを選択] を選択します。
4. [既存のロググループ] では、エラーメッセージを受け取る前に作成したロググループを選択します。
5. [アクセスポリシー]セクションで、[既存のポリシーを選択] を選択します。
6. [既存のポリシー] では、エラーメッセージを受け取る前に作成したポリシーを選択します。
7. [有効] を選択します。
プロセスを数回繰り返してもエラーが続く場合は、AWS サポートに連絡してください。

インデックスが閉じない
OpenSearch Service は、OpenSearch および Elasticsearch バージョン 7.4 以降では、_close API のみを
サポートします。古いバージョンを使用していて、スナップショットからインデックスを復元している場
合は、既存のインデックスを削除することができます (それの再インデックスの前または後)。もう 1 つの
オプションは、rename_pattern および rename_replacement フィールドを使用して、復元時にイン
デックスの名前を変更することです。
POST /_snapshot/my-repository/my-snapshot/_restore
{
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}

"indices": "my-index-1,myindex-2",
"include_global_state": true,
"rename_pattern": "my-index-(\\d)",
"rename_replacement": "restored-my-index-$1"

インデックスの再生成や縮小、またはインデックスを分割する予定がある場合、操作を実行する前に書き
込みを停止します。

クライアントライセンスのチェック
Logstash と Beats のデフォルトのディストリビューションには、独自のライセンスチェックが含まれてお
り、オープンソースバージョンの OpenSearch への接続に失敗します。OpenSearch Service では、これ
らのクライアントの Apache 2.0 (OSS) ディストリビューションを使用してください。

リクエストのスロットリング
永続的に 403 Request throttled due to too many requests または 429 Too Many
Requests エラーを受け取る場合は、垂直スケーリングを検討してください。Amazon OpenSearch
Service は、ペイロードによってメモリ使用量が Java ヒープの最大サイズを超える場合、リクエストをス
ロットリングします。

ノードに SSH 接続できない
OpenSearch クラスターのノードへのアクセスに SSH 接続が使用できず、opensearch.yml を直
接変更できません。代わりに、コンソール、AWS CLI、または SDK を使用してドメインを設定しま
す。OpenSearch REST API を使用して、いくつかのクラスターレベル設定を指定することもできます。
詳細については、「Amazon OpenSearch Service API リファレンス」と the section called “サポートされ
ているオペレーション” (p. 383) を参照してください。
クラスターのパフォーマンスをより詳細に把握する必要がある場合は、CloudWatch にエラーログとス
ローログを公開 (p. 95)できます。

「オブジェクトのストレージクラスで有効ではな
い」スナップショットエラー
OpenSearch Service のスナップショットは、S3 Glacier ストレージクラスをサポートしていません。この
エラーは、オブジェクトを S3 Glacier ストレージクラスに移行するライフサイクルルールが S3 バケット
に含まれている場合に、スナップショットのリストを取得しようとすると発生する場合があります。
バケットからスナップショットを復元する必要がある場合は、S3 Glacier からオブジェクトを復元し、
オブジェクトを新しいバケットにコピーして、スナップショットリポジトリとして新しいバケットを登
録 (p. 47)します。

無効なホストヘッダー
OpenSearch Service では、クライアントがリクエストヘッダーで Host を指定する必要があります。有効
な Host 値は、次のような、https:// のないドメインエンドポイントです。
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Host: search-my-sample-domain-ih2lhn2ew2scurji.us-west-2.es.amazonaws.com

リクエスト作成時に Invalid Host Header エラーを受け取った場合、クライアントまたはプロキシが
Host ヘッダーに OpenSearch Service ドメインエンドポイント (IP アドレスなどではなく) を含めている
かどうかを確認してください。

無効な M3 インスタンスタイプ
OpenSearch Service では、OpenSearch または Elasticsearch バージョン 6.7 以降を実行している既存の
ドメインへの M3 インスタンスの追加または変更がサポートされていません。Elasticsearch 6.5 以前で
は、M3 インスタンスを引き続き使用できます。
新しいインスタンスタイプの選択をお勧めします。OpenSearch または Elasticsearch 6.7 以降を実行する
ドメインには、次の制限が適用されます。
• 既存のドメインで M3 インスタンスを使用していない場合、今後これらに変更することはできません。
• 既存のドメインを M3 インスタンスタイプから別のインスタンスタイプに変更した場合、元に戻すこと
はできません。

ホットクエリが UltraWarm を有効にした後に動作
を停止する
ドメインで UltraWarm を有効にしたときに、search.max_buckets 設定への既存の上書きがない場
合、OpenSearch Service は自動的に値を 10000 に設定して、メモリ負荷の高いクエリがウォームノード
を飽和させないようにします。ホットクエリが 10,000 を超えるバケットを使用している場合、UltraWarm
を有効にしたときにそれらが動作を停止する場合があります。
Amazon OpenSearch Service の管理された性質により、この設定を変更できないため、サポートケースを
開いて制限を増やす必要があります。制限の増加には、プレミアムサポートサブスクリプションは必要あ
りません。

アップグレード後にダウングレードできない
インプレースアップグレード (p. 54)は元に戻すことができませんが、AWS サポートに連絡すれば、
新しいドメインで自動的なアップグレード前のスナップショットを復元する支援が得られます。例え
ば、Elasticsearch 5.6 から 6.4 にアップグレードする場合、AWS サポートは新しい Elasticsearch 5.6 ドメ
インでアップグレード前のスナップショットの復元を支援できます。元のドメインの手動スナップショッ
トを作成した場合は、このステップを自分で実行 (p. 44)することができます。

すべてのAWS リージョンのドメインの概要が必要
次のスクリプトでは、Amazon EC2 describe-regions AWS CLI コマンドを使用して、OpenSearch Service
を利用できる可能性のあるすべてのリージョンのリストを作成できます。次に、リージョンごとに listdomain-names を呼び出します。
for region in `aws ec2 describe-regions --output text | cut -f4`
do
echo "\nListing domains in region '$region':"
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aws opensearch list-domain-names --region $region --query 'DomainNames'

done

リージョンごとに次の出力が表示されます。
Listing domains in region:'us-west-2'...
[
{
"DomainName": "sample-domain"
}
]

リージョンで OpenSearch Service が利用できない場合は、「エンドポイント URL に接続できませんでし
た」というメッセージが返されます。

OpenSearch Dashboards を使用する場合のブラウ
ザエラー
Dashboards を使用して、OpenSearch Service ドメインのデータを表示する場合、ブラウザは HTTP レス
ポンスオブジェクトのサービスエラーメッセージをラップします。原因となるサービスエラーを表示し、
デバッグを支援するため、Chrome の開発者モードなどのウェブブラウザで一般的に利用されている開発
ツールを使用できます。

Chrome でサービスエラーを表示する
1.
2.

Chrome のトップメニューバーから、[表示]、[デベロッパー]、[デベロッパーツール] の順に選択しま
す。
[ネットワーク] タブを選択します。

3.

[状態] 列で、状態が 500 の任意の HTTP セッションを選択します。

Firefox でサービスエラーを表示する
1.

メニューで、[ツール]、[ウェブデベロッパー]、[ネットワーク] の順に選択します。

2.
3.

状態が 500 の任意の HTTP セッションを選択します。
[レスポンス] タブを選択して、サービス応答を表示します。

ノードシャードとストレージスキュー
「shard skew」のノードは、クラスター内の 1 つ以上のノードに、他のノードに比べて非常に多くの
シャードがある場合に発生します。「storage skew」のノードは、クラスター内の 1 つ以上のノードに、
他のノードに比べて非常に多くのストレージ (disk.indices) がある場合に発生します。ドメインがノー
ドを置き換え、シャードをそのノードに引き続き割り当てているときなど、これらの条件は両方とも一時
的に発生する可能性がありますが、それらが持続する場合は対処する必要があります。
両方のタイプのスキューを識別するには、_cat/allocation API オペレーションを実行し、レスポンスの
shards と disk.indices のエントリを比較します。
shards
| disk.indices | disk.used
host
| ip
| node
264
|
465.3mb |
229.9mb
x.x.x.x | x.x.x.x | node1

| disk.avail

| disk.total

| disk.percent |

|

|

|

1.4tb
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115
|
7.9mb |
x.x.x.x | x.x.x.x | node2
264
|
465.3mb |
x.x.x.x | x.x.x.x | node3
116
|
7.9mb |
x.x.x.x | x.x.x.x | node4
115
|
8.4mb |
x.x.x.x | x.x.x.x | node5

83.7mb

|

49.1gb

|

49.2gb

|

0 |

235.3mb

|

1.4tb

|

1.5tb

|

0 |

82.8mb

|

49.1gb

|

49.2gb

|

0 |

85mb

|

49.1gb

|

49.2gb

|

0 |

一部のストレージスキューは正常ですが、平均から 10% を超えるものは重要です。シャードの分散にス
キューがあると、CPU、ネットワーク、およびディスク帯域幅の使用量にもスキューが生じる可能性があ
ります。通常、データが多いほどインデックス作成と検索オペレーションが増大するため、最も重いノー
ドはリソースに最も負荷のかかるノードである傾向があり、軽いノードは十分に活用されていないキャパ
シティーを表します。
修正: データノード数の倍数であるシャード数を使用して、各インデックスがデータノード全体で均等に分
散されるようにします。

インデックスシャードとストレージスキュー
「shard skew」のインデックスは、1 つ以上のノードが、他のノードよりも多くのインデックスのシャー
ドを保持する場合に発生します。「storage skew」のインデックスは、1 つ以上のノードが、不均衡に大
量のインデックスの合計ストレージを保持する場合に発生します。
_cat/shards API 出力を操作する必要があるため、インデックススキューはノードスキューよりも識別が困
難です。クラスターまたはノードメトリクスに何らかのスキューの兆候がある場合は、インデックスのス
キューを調査します。インデックススキューの一般的な兆候は次のとおりです。
• データノードのサブセットで発生する HTTP 429 エラー
• データノード全体における不均等なインデックスまたは検索オペレーションのキューイング
• データノード全体における不均等な JVM ヒープおよび/または CPU 使用率
修正: データノード数の倍数であるシャード数を使用して、各インデックスがデータノード全体で均等に
分散されるようにします。それでもインデックスストレージまたはシャードスキューが見られる場合は、
シャードの再割り当てを強制する必要がある可能性があります。これは、OpenSearch Service ドメインの
すべてのブルー/グリーンデプロイ (p. 22)で発生します。

VPC アクセス選択後の許可されていないオペレー
ション
OpenSearch Service コンソールを使用して新しいドメインを作成する場合、VPC またはパブリックアク
セスを選択するオプションがあります。[VPC アクセス] を選択した場合、OpenSearch Service は VPC 情
報をクエリし、適切なアクセス許可がない場合は失敗します。
You are not authorized to perform this operation. (Service: AmazonEC2; Status Code: 403;
Error Code: UnauthorizedOperation

このクエリを有効にするには、ec2:DescribeVpcs、ec2:DescribeSubnets、および
ec2:DescribeSecurityGroups オペレーションへのアクセス権を持っている必要があります。この要
件は、コンソールのみを対象としています。AWS CLI を使用して VPC エンドポイントでドメインを作成
して設定する場合、このオペレーションへのアクセス権は必要ありません。
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VPC ドメイン作成後、読み込みでスタックする
VPC アクセスを使用した新規のドメインを作成後、ドメインの [設定の状態] が [読み込み中] から先に進
行しない場合があります。この問題が発生する場合、お使いのリージョンに対して AWS Security Token
Service (AWS STS) が無効になっている可能性があります。
VPC に VPC エンドポイントを追加するには、OpenSearch Service が
AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchService ロールを引き受ける必要があります。したがって、
指定するリージョンに VPC アクセスを使用する新規のドメインを作成するために AWS STS が有効化さ
れている必要があります。AWS STS の有効化と無効化の詳細については、「IAM ユーザーガイド」を参
照してください。

OpenSearch API への拒否されたリクエスト
OpenSearch API のタグベースのアクセス制御の導入により、以前は見られなかったアクセス拒否エラー
が表示されるようになる可能性があります。これは、1 つ以上のアクセスポリシーに ResourceTag 条件
を使用する Deny が含まれており、それらの条件が現在尊重されていることが原因である可能性がありま
す。
例えば、次のポリシーは、ドメインにタグ environment=production がある場合にのみ、設定 API か
らの CreateDomain アクションへのアクセスを拒否するために使用されます。アクションリストには
ESHttpPut も含まれていますが、拒否ステートメントはそのアクションまたはその他の ESHttp* アク
ションには適用されませんでした。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Action": [
"es:CreateDomain",
"es:ESHttpPut"
],
"Effect": "Deny",
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAnyValue:StringEquals": {
"aws:ResourceTag/environment": [
"production"
]
}
}
}]

OpenSearch HTTP メソッドのタグのサポートが追加されたため、上記のような IAM ID ベースのポリシー
により、接続されたユーザーは ESHttpPut アクションへのアクセスを拒否されます。以前は、タグの検
証がない場合でも、添付されたユーザーは PUT リクエストを送信できました。
ドメインをサービスソフトウェア R20220323 以降に更新した後にアクセス拒否エラーが表示され始めた
場合は、ID ベースのアクセスポリシーをチェックして、これが当てはまるかどうかを確認し、必要に応じ
てアクセスを許可するように更新してください。

Alpine Linux から接続できない
Alpine Linux では、DNS レスポンスのサイズが 512 バイトに制限されています。Alpine Linux から
OpenSearch Service ドメインに接続しようとした場合、ドメインが VPC 内にあり、ノードが 20 を超え
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ていると、DNS 解決が失敗することがあります。ドメインが VPC 内にある場合は、他の Linux ディスト
リビューション (Debian、Ubuntu、CentOS、Red Hat Enterprise Linux、Amazon Linux 2 など) を使用し
て接続することをお勧めします。

SDK を使用する場合の証明書のエラー
AWS SDK では、使用するコンピュータの CA 証明書が使用されるため、AWS サーバー上の証明書が変更
されると、SDK を使用する際に接続エラーが発生する可能性があります。エラーメッセージはさまざまで
すが、通常は次のテキストが含まれています。
Failed to query OpenSearch
...
SSL3_GET_SERVER_CERTIFICATE:certificate verify failed

このようなエラーは、コンピュータ上の CA 証明書とオペレーティングシステムを最新の状態にしておく
ことで回避できます。ユーザーが自分のコンピュータを管理していない企業環境でこの問題が発生した場
合は、必要に応じて管理者から支援を得て更新プロセスを行う必要があります。
以下のリストは、オペレーティングシステムと Java の最小バージョンを示しています。
• 2005 年 1 月以降の更新プログラムがインストールされた Microsoft Windows バージョンでは、必要な
CA が信頼リストに 1 つ以上含まれています。
• Mac OS X 10.4 with Java for Mac OS X 10.4 Release 5 (2007 年 2 月)、Mac OS X 10.5 (2007 年 10
月)、および以降のバージョンでは、必要な CA が信頼リストに 1 つ以上含まれています。
• Red Hat Enterprise Linux 5 (2007 年 3 月)、6、7、および CentOS 5、6、および 7 では、必要な CA が
デフォルトの CA 信頼リストに 1 つ以上含まれています。
• Java 1.4.2_12 (2006 年 5 月)、5 Update 2 (2005 年 3 月)、および以降のすべてのバージョン (Java 6
(2006 年 12 月)、7、8 を含む) では、必要な CA がデフォルトの CA 信頼リストに 1 つ以上含まれてい
ます。
以下に示す 3 つの証明機関があります。
• Amazon Root CA 1
• Starfield Services Root Certificate Authority - G2
• Starfield Class 2 Certification Authority
最初の 2 つの機関からのルート証明書は Amazon Trust Services から入手できますが、もっと簡単なソ
リューションは、コンピュータを最新の状態にしておくことです。ACM から提供される証明書の詳細につ
いては、「AWS Certificate Manager に関するよくある質問」を参照してください。

Note
現時点では、us-east-1 リージョン内の OpenSearch Service ドメインには別の機関からの証明書
が使用されます。近い将来、これらの新しい証明機関が使用されるように、リージョンを更新す
る予定です。
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Amazon OpenSearch Service の API
リファレンス
Important
このリファレンスは 2022 年 9 月 13 日に非推奨となりました。今後、このリファレンスの更新や
メンテナンスは行われません。OpenSearch Service のサポートされているアクションとデータ型
の最新ドキュメントについては、包括的な「Amazon OpenSearch Service の API リファレンス」
を参照してください。
このリファレンスでは、Amazon OpenSearch Service 設定 API のアクション、データタイプ、エラーにつ
いて説明します。設定 API は、HTTP 経由で OpenSearch Service ドメインを作成および設定するのに使
用できる REST API です。AWS CLI とコンソールを使用して OpenSearch Service ドメインを設定するこ
ともできます。詳細については、「ドメインの作成と管理 (p. 16)」を参照してください。

認証
すべての設定サービスリクエストに、必ず署名してください。詳細については、このガイドの「Amazon
OpenSearch Service リクエストへの署名 (p. 139)」および「AWS 全般のリファレンス」の「署名バー
ジョン 4 の署名プロセス」を参照してください。

API の新バージョンと非推奨アクション
以下のアクションは、Amazon OpenSearch Service API のバージョン 2021-01-01 で廃止され、より簡潔
でエンジンに依存しないエンドポイントに置き換えられました。ただし、AWS CLI と設定 API は引き続き
それらを受け入れます。
非推奨アクション

置換

AcceptInboundCrossClusterSearchConnection
AcceptInboundConnection
CreateElasticsearchDomain

CreateDomain

CreateOutboundCrossClusterSearchConnection
CreateOutboundConnection
CreateElasticsearchServiceRole

置き換えはありません。IAM API を使用して、サー
ビスにリンクされたロールを作成します。

DeleteElasticsearchDomain

DeleteDomain

DeleteElasticsearchServiceRole

置き換えはありません。IAM API を使用して、サー
ビスにリンクされたロールを削除します。

DeleteInboundCrossClusterSearchConnection
DeleteInboundConnection
DescribeElasticsearchDomain

DescribeDomain

DescribeElasticsearchDomainConfig

DescribeDomainConfig

DescribeElasticsearchInstanceTypeLimits DescribeInstanceTypeLimits
DescribeInboundCrossClusterSearchConnections
DescribeInboundConnections
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非推奨アクション

置換

DescribeOutboundCrossClusterSearchConnections
DescribeOutboundConnections
DescribeReservedElasticsearchInstanceOfferings
DescribeReservedInstanceOfferings
DescribeReservedElasticsearchInstances DescribeReservedInstances
GetCompatibleElasticsearchVersions

GetCompatibleVersions

ListElasticsearchInstanceTypeDetails

ListInstanceTypeDetails

ListElasticsearchVersions

ListVersions

PurchaseReservedElasticsearchInstanceOffering
PurchaseReservedInstanceOffering
RejectInboundCrossClusterSearchConnection
RejectInboundConnection
StartElasticsearchServiceSoftwareUpdate StartServiceSoftwareUpdate
StopElasticsearchServiceSoftwareUpdate StopServiceSoftwareUpdate
UpdateElasticsearchDomainConfig

UpdateDomainConfig

UpgradeElasticsearchDomain

UpgradeDomain

アクション
次の表では、Amazon OpenSearch Service 設定 API に対して REST インターフェイスがとる各オペレー
ションに必要な、HTTP メソッドへのクイックリファレンスをご覧いただけます。各オペレーションの説
明には、必要な HTTP メソッドも記載されています。
アクション

[HTTP method] (HTTP メソッド)

AcceptInboundConnection (p. 465)

PUT

AddTags (p. 465)

POST

the section called “AssociatePackage” (p. 466)

POST

CancelServiceSoftwareUpdate (p. 496)

POST

CreateDomain (p. 466)

POST

CreateOutboundConnection (p. 470)

POST

the section called “CreatePackage” (p. 471)

POST

DeleteDomain (p. 472)

DELETE

DeleteInboundConnection (p. 473)

DELETE

DeleteOutboundConnection (p. 474)

DELETE

the section called “DeletePackage” (p. 474)

DELETE

the section called
“DescribeDomainAutoTunes” (p. 475)

GET
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アクション

[HTTP method] (HTTP メソッド)

DescribeDomain (p. 476)

GET

DescribeDomainChangeProgress (p. 476)

GET

DescribeDomainConfig (p. 477)

GET

DescribeDomains (p. 478)

POST

DescribeInstanceTypeLimits (p. 478)

GET

DescribeInboundConnections (p. 479)

POST

DescribeOutboundConnections (p. 481)

POST

the section called “DescribePackages” (p. 482)

POST

DescribeReservedInstanceOfferings (p. 483)

GET

DescribeReservedInstances (p. 484)

GET

the section called “DissociatePackage” (p. 485)

POST

GetCompatibleVersions (p. 485)

GET

the section called
“GetPackageVersionHistory” (p. 486)

GET

GetUpgradeHistory (p. 487)

GET

GetUpgradeStatus (p. 488)

GET

ListDomainNames (p. 489)

GET

the section called
“ListDomainsForPackage” (p. 489)

GET

ListVersions (p. 490)

GET

ListInstanceTypeDetails (p. 491)

GET

the section called
“ListPackagesForDomain” (p. 492)

GET

ListTags (p. 493)

GET

PurchaseReservedInstanceOffering (p. 494)

POST

RejectInboundConnection (p. 495)

PUT

RemoveTags (p. 495)

POST

StartServiceSoftwareUpdate (p. 496)

POST

UpdateDomainConfig (p. 497)

POST

the section called “UpdatePackage” (p. 500)

POST

UpgradeDomain (p. 501)

POST
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AcceptInboundConnection
ターゲットドメインの所有者に、インバウンドのクラスター間検索接続リクエストの受け入れを許可しま
す。

構文
PUT https://es.us-east-1.amazonaws.com/2021-01-01/opensearch/cc/
inboundConnection/connection-id/accept

パラメータのリクエスト
このオペレーションでは HTTP リクエストパラメータを使用しません。

リクエストボディ
このオペレーションでは HTTP リクエストボディを使用しません。

レスポンス要素
フィールド

データ型

説明

オブジェクト
CrossClusterSearchConnection

インバウンド接続の詳細。

AddTags
OpenSearch Service ドメインにリソースタグをアタッチします。詳細については、「the section called
“ドメインのタグ付け” (p. 66)」を参照してください。

構文
POST https://es.us-east-1.amazonaws.com/2021-01-01/tags
{
"ARN": "domain-arn",
"TagList": [{
"Key": "tag-key",
"Value": "tag-value"
}]
}

パラメータのリクエスト
このオペレーションではリクエストパラメータを使用しません。

リクエストボディ
パラメータ

データ型

必須?

[Description] (説明)

TagList

the section called
“TagList” (p. 520)

はい

リソースタグの一覧。
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パラメータ

データ型

必須?

[Description] (説明)

ARN

the section called
“ARN” (p. 504)

はい

リソースタグをアタッチする
OpenSearch Service ドメイ
ンの Amazon リソースネーム
(ARN)。

レスポンス要素
AddTags オペレーションはデータ構造を返しません。

AssociatePackage
パッケージを OpenSearch Service ドメインに関連付けます。

構文
POST https://es.us-east-1.amazonaws.com/2021-01-01/packages/associate/package-id/domainname

パラメータのリクエスト
パラメータ

データ型

必須?

説明

PackageID

文字列

はい

ドメインに関連付けるパッケー
ジの内部 ID。the section called
“DescribePackages” (p. 482)
を使用して、この値を検索しま
す。

DomainName

the section called
“DomainName” (p. 509)

はい

パッケージを関連付けるドメイ
ンの名前。

リクエストボディ
このオペレーションでは HTTP リクエストボディを使用しません。

レスポンス要素
フィールド

データ型

DomainPackageDetails

the section called
“DomainPackageDetails” (p. 509)

CreateDomain
OpenSearch Service ドメインを作成します。詳細については、「the section called “ OpenSearch Service
ドメインの作成” (p. 16)」を参照してください。
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Note
OpenSearch Service ドメインを作成する際に、同じ名前のドメインが既に存在しても、API から
エラーは報告されません。その代わりに、既存ドメインの詳細が返されます。

構文
POST https://es.us-east-1.amazonaws.com/2021-01-01/opensearch/domain
{
"ClusterConfig": {
"ZoneAwarenessConfig": {
"AvailabilityZoneCount": 3
},
"ZoneAwarenessEnabled": true|false,
"InstanceCount": 3,
"DedicatedMasterEnabled": true|false,
"DedicatedMasterType": "c5.large.search",
"DedicatedMasterCount": 3,
"InstanceType": "r5.large.search",
"WarmCount": 3,
"WarmEnabled": true|false,
"WarmType": "ultrawarm1.large.search",
"ColdStorageOptions": {
"Enabled": true|false
},
"EBSOptions": {
"EBSEnabled": true|false,
"VolumeType": "gp3|gp2|io1|standard",
"VolumeSize": 10,
"Iops": 3000,
"Throughput": 125
},
"EncryptionAtRestOptions": {
"Enabled": true|false,
"KmsKeyId":"arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:alias/my-key"
},
"VPCOptions": {
"VPCId": "vpc-12345678",
"SubnetIds": ["subnet-abcdefg1", "subnet-abcdefg2", "subnet-abcdefg3"],
"SecurityGroupIds": ["sg-12345678"]
},
"AdvancedOptions": {
"rest.action.multi.allow_explicit_index": "true|false",
"indices.fielddata.cache.size": "40",
"indices.query.bool.max_clause_count": "1024",
"override_main_response_version": "true|false"
},
"CognitoOptions": {
"Enabled": true|false,
"UserPoolId": "us-east-1_121234567",
"IdentityPoolId": "us-east-1:12345678-1234-1234-1234-123456789012",
"RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
CognitoAccessForAmazonOpenSearch"
},
"NodeToNodeEncryptionOptions": {
"Enabled": true|false
},
"DomainEndpointOptions": {
"EnforceHTTPS": true|false,
"TLSSecurityPolicy": "Policy-Min-TLS-1-2-2019-07|Policy-Min-TLS-1-0-2019-07",
"CustomEndpointEnabled": "true|false",
"CustomEndpoint": "www.my-custom-endpoint.com",
"CustomEndpointCertificateArn": "arn:aws:iam::123456789012:certificate/my-certificate"
},
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"LogPublishingOptions": {
"SEARCH_SLOW_LOGS": {
"CloudWatchLogsLogGroupArn":"arn:aws:logs:us-east-1:264071961897:log-group1:sampledomain",
"Enabled":true|false
},
"INDEX_SLOW_LOGS": {
"CloudWatchLogsLogGroupArn":"arn:aws:logs:us-east-1:264071961897:log-group2:sampledomain",
"Enabled":true|false
},
"ES_APPLICATION_LOGS": {
"CloudWatchLogsLogGroupArn":"arn:aws:logs:us-east-1:264071961897:log-group3:sampledomain",
"Enabled":true|false
}
},
"AdvancedSecurityOptions": {
"Enabled": true|false,
"InternalUserDatabaseEnabled": true|false,
"MasterUserOptions": {
"MasterUserARN": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-master-user-role"
"MasterUserName": "my-master-username",
"MasterUserPassword": "my-master-password"
}
},
"AutoTuneOptions": {
"DesiredState": "ENABLED|DISABLED",
"MaintenanceSchedules": [{
"StartAt": 1234567890,
"Duration": {
"Value": 2,
"Unit": "HOURS"
},
"CronExpressionForRecurrence": "cron(0 0 ? * 3 *)"
}]
},
"TagList": [
{
"Key": "stack",
"Value": "prod"
}
],
"EngineVersion": "OpenSearch_1.0",
"DomainName": "my-domain",
"AccessPolicies": "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect\":\"Allow\",
\"Principal\":{\"AWS\":[\"123456789012\"]},\"Action\":[\"esListDomainNames:ESHttp*\"],
\"Resource\":\"arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/my-domain/*\"}]}"
}

パラメータのリクエスト
このオペレーションでは HTTP リクエストパラメータを使用しません。

リクエストボディ
パラメータ

データ型

必須?

[Description] (説明)

DomainName

the section called
“DomainName” (p. 509)

はい

作成する OpenSearch Service ド
メインの名前。
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パラメータ

データ型

必須?

[Description] (説明)

EngineVersion

文字列

いいえ

OpenSearch または Elasticsearch
のバージョン (Elasticsearch_X.Y
または OpenSearch_X.Y の形
式)。デフォルトはOpenSearch
の最新バージョン。サポートさ
れているバージョンの詳細なリ
ストについては、「the section
called “サポートされているバー
ジョンの OpenSearch および
Elasticsearch” (p. 2)」を参照して
ください。

ClusterConfig

the section called
“ClusterConfig” (p. 506)

いいえ

OpenSearch Service ドメインのク
ラスター設定のコンテナ。

EBSOptions

the section called
“EBSOptions” (p. 514)

いいえ

OpenSearch Service ドメインの
EBS ベースのストレージを有効に
するために必要な、パラメータの
コンテナ。

VPCOptions

the section called
“VPCOptions” (p. 521)

いいえ

VPC アクセスドメインを設定
するために必要な値のコンテ
ナ。これらの値を指定しない場
合、OpenSearch Service はパブ
リックエンドポイントでドメイン
を作成します。詳細については、
「the section called “VPC サポー
ト” (p. 38)」を参照してください。

CognitoOptions

the section called
“CognitoOptions” (p. 507)

いいえ

OpenSearch Dashboards の
Amazon Cognito 認証を使用する
ように OpenSearch Service を設
定するキーと値のペア。

AccessPolicies

文字列

いいえ

新しい OpenSearch Service ドメ
インのアクセスポリシーを指定す
る IAM ポリシードキュメント。
詳細については、「the section
called “アイデンティティとアクセ
ス管理” (p. 133)」を参照してくだ
さい。

SnapshotOptions

the section called
“SnapshotOptions” (p. 519)

いいえ

DEPRECATED. ドメインインデッ
クスの自動スナップショットを設
定するために必要なパラメータの
コンテナ。

AdvancedOptions

the section called
“AdvancedOptions” (p. 502)

いいえ

詳細な設定オプションを指定する
ためのキーと値のペア。詳細につ
いては、「the section called “高度
なクラスター設定” (p. 22)」を参照
してください。

the section called
いいえ
LogPublishingOptions
“LogPublishingOptions” (p. 515)
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スローログの発行を設定するため
のキーと値のペア。
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パラメータ

データ型

必須?

[Description] (説明)

the section called
いいえ
EncryptionAtRestOptions
“EncryptionAtRestOptions” (p. 514)

保管時に暗号化するためのキーと
値のペア。

the section called
いいえ
NodeToNodeEncryptionOptions
“NodeToNodeEncryptionOptions” (p. 516)

ノード間の暗号化を有効にしま
す。

the section called
いいえ
DomainEndpointOptions
“DomainEndpointOptions” (p. 508)

ドメインエンドポイントの追加オ
プション (すべてのトラフィック
で HTTPS を必須にするかどうか
など)。

the section called
いいえ
AdvancedSecurityOptions
“AdvancedSecurityOptions” (p. 504)

きめ細かなアクセスコントロール
のオプション。

AutoTuneOptions

the section called
“AutoTuneOptions” (p. 505)

いいえ

Auto-Tune のオプション。

TagList

the section called
“TagList” (p. 520)

いいえ

作成時にドメインに追加するタグ
のリスト。

レスポンス要素
フィールド

データ型

DomainStatus

the section called “DomainStatus” (p. 511)

CreateOutboundConnection
ソースドメインからターゲットドメインへの新しいクラスター検索接続を作成します。

構文
POST https://es.us-east-1.amazonaws.com/2021-01-01/opensearch/cc/outboundConnection
{
"ConnectionAlias":"connection-name",
"LocalDomainInfo":{
"AWSDomainInformation":{
"DomainName":"domain-name",
"Region":"us-east-1"
}
},
"RemoteDomainInfo":{
"AWSDomainInformation":{
"OwnerId":"account-id",
"DomainName":"domain-name",
"Region":"us-east-1"
}
}
}

パラメータのリクエスト
このオペレーションでは HTTP リクエストパラメータを使用しません。
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リクエストボディ
パラメータ

データ型

必須?

説明

ConnectionAlias

文字列

はい

コレクションの名前。

LocalDomainInfo

オブジェクト

はい

ソースドメインの名前とリージョ
ン。

RemoteDomainInfo

オブジェクト

はい

ターゲットドメインの名前とリー
ジョン。

レスポンス要素
フィールド

データ型

説明

SourceDomainInfo オブジェクト

ソースドメインの名前とリージョン。

オブジェクト
DestinationDomainInfo

ターゲットドメインの名前とリージョン。

ConnectionAlias

文字列

コレクションの名前。

ConnectionStatus 文字列
ConnectionId

接続のステータス。

文字列

アウトバウンド接続の ID。

CreatePackage
OpenSearch Service ドメインで使用するパッケージを追加します。

構文
POST https://es.us-east-1.amazonaws.com/2021-01-01/packages
{
"PackageName": "my-package-name",
"PackageType": "TXT-DICTIONARY",
"PackageDescription": "My synonym file.",
"PackageSource": {
"S3BucketName": "my-s3-bucket",
"S3Key": "synonyms.txt"
}
}

パラメータのリクエスト
このオペレーションではリクエストパラメータを使用しません。

リクエストボディ
パラメータ

データ型

必須?

説明

PackageName

文字列

はい

パッケージの一意の名前。
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パラメータ

データ型

必須?

説明

PackageType

文字列

はい

パッケージのタイプ。現在のと
ころ、TXT-DICTIONARY のみ
サポートされます。

いいえ

パッケージの説明。

はい

パッケージの S3 バケットと
キー。

PackageDescription 文字列
PackageSource

the section called
“PackageSource” (p. 517)

レスポンス要素
フィールド

データ型

PackageDetails

the section called “PackageDetails” (p. 517)

CreateElasticsearchServiceRole (非推奨)
OpenSearch Service と Amazon EC2 の間のサービスにリンクされたロールを作成します。このアクショ
ンは廃止されました。OpenSearch Service は、サービスにリンクされたロールの作成と削除を自動的に処
理します。
このロールは、VPC 内に VPC エンドポイントを配置する許可を OpenSearch Service に付与します。
サービスにリンクされたロールは、正常に機能するように VPC エンドポイントが作成されるドメインに配
置する必要があります。

構文
POST https://es.us-east-1.amazonaws.com/2021-01-01/opensearch/role

パラメータのリクエスト
このオペレーションではリクエストパラメータを使用しません。

リクエストボディ
このオペレーションでは HTTP リクエストボディを使用しません。

レスポンス要素
CreateServiceRole オペレーションはデータ構造を返しません。

DeleteDomain
OpenSearch Service ドメインと、ドメインにあるすべてのデータを削除します。ドメインは削除後に回復
することはできません。

構文
DELETE https://es.us-east-1.amazonaws.com/2021-01-01/opensearch/domain/domain-name
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パラメータのリクエスト
パラメータ

データ型

必須?

[Description] (説明)

DomainName

the section called
“DomainName” (p. 509)

はい

削除する OpenSearch Service ド
メインの名前。

リクエストボディ
このオペレーションでは HTTP リクエストボディを使用しません。

レスポンス要素
フィールド

データ型

DomainStatus

the section called “DomainStatus” (p. 511)

DeleteElasticsearchServiceRole (非推奨)
OpenSearch Service と Amazon EC2 の間のサービスにリンクされたロールを削除します。このアクショ
ンは廃止されました。OpenSearch Service は、ロールの作成と削除を自動的に処理します。
このロールは、VPC 内に VPC エンドポイントを配置する許可を OpenSearch Service に付与します。
サービスにリンクされたロールは、正常に機能するように VPC エンドポイントが作成されるドメインに配
置する必要があります。

Note
このアクションは、ドメインがサービスにリンクされたロールを使用していない場合のみ成功し
ます。

構文
DELETE https://es.us-east-1.amazonaws.com/2021-01-01/opensearch/role

パラメータのリクエスト
このオペレーションではリクエストパラメータを使用しません。

リクエストボディ
このオペレーションでは HTTP リクエストボディを使用しません。

レスポンス要素
DeleteElasticsearchServiceRole オペレーションはデータ構造を返しません。

DeleteInboundConnection
ターゲットドメインの所有者に、既存のインバウンドクラスター間検索接続の削除を許可します。
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構文
DELETE https://es.us-east-1.amazonaws.com/2021-01-01/opensearch/cc/
inboundConnection/connection-id

パラメータのリクエスト
このオペレーションでは HTTP リクエストパラメータを使用しません。

リクエストボディ
このオペレーションでは HTTP リクエストボディを使用しません。

レスポンス要素
フィールド

データ型

説明

オブジェクト
CrossClusterSearchConnection

インバウンド接続の詳細。

DeleteOutboundConnection
ソースドメインの所有者に、既存のアウトバウンドクラスター間検索接続の削除を許可します。

構文
DELETE https://es.us-east-1.amazonaws.com/2021-01-01/opensearch/cc/
outboundConnection/connection-id

パラメータのリクエスト
このオペレーションでは HTTP リクエストパラメータを使用しません。

リクエストボディ
このオペレーションでは HTTP リクエストボディを使用しません。

レスポンス要素
フィールド

データ型

説明

オブジェクト
CrossClusterSearchConnection

アウトバウンド接続の詳細。

DeletePackage
OpenSearch Service からパッケージを削除します。パッケージは、どの OpenSearch Service ドメインに
も関連付けることができません。
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構文
DELETE https://es.us-east-1.amazonaws.com/2021-01-01/packages/package-id

パラメータのリクエスト
パラメータ

データ型

必須?

説明

PackageID

文字列

はい

削除するパッケージの内
部 ID。the section called
“DescribePackages” (p. 482)
を使用して、この値を検索しま
す。

リクエストボディ
このオペレーションでは HTTP リクエストボディを使用しません。

レスポンス要素
フィールド

データ型

PackageDetails

the section called “PackageDetails” (p. 517)

DescribeDomainAutoTunes
Auto-Tune がドメインに対して行った最適化のリストを返します。

構文
GET https://es.us-east-1.amazonaws.com/2021-01-01/opensearch/domain/domain-name/autoTunes

パラメータのリクエスト
パラメータ

データ型

必須?

[Description] (説
明)

DomainName

the section called
“DomainName” (p. 509)

はい

Auto-Tune の
詳細を設定す
る OpenSearch
Service ドメイン
の名前。

リクエストボディ
このオペレーションでは HTTP リクエストボディを使用しません。
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レスポンス要素
フィールド

データ型

説明

AutoTunes

[List] (リスト)

最適化のリスト。

NextToken

文字列

ページ分割に使用されま
す。以前の API 呼び出しで
NextToken を含む結果が生成
された場合のみ必要です。次の
トークンの入力を受け入れて次
のページの結果を返し、応答と
して次のトークンの出力を提供
します。クライアントは、この
トークンを使用してさらに結果
を取得できます。

DescribeDomain
ドメイン ID、ドメインサービスエンドポイント、ドメイン ARN など、指定された OpenSearch Service
ドメインの設定を説明します。

構文
GET https://es.us-east-1.amazonaws.com/2021-01-01/opensearch/domain/domain-name

パラメータのリクエスト
パラメータ

データ型

必須?

[Description] (説
明)

DomainName

the section called
“DomainName” (p. 509)

はい

説明する必要が
ある OpenSearch
Service ドメイン
の名前。

リクエストボディ
このオペレーションでは HTTP リクエストボディを使用しません。

レスポンス要素
フィールド

データ型

DomainStatus

the section called “DomainStatus” (p. 511)

DescribeDomainChangeProgress
ドメインの設定変更 (p. 24)のステータス情報を表示します。
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構文
GET https://es.us-east-1.amazonaws.com/2021-01-01/opensearch/domain/domain-name/progress

パラメータのリクエスト
パラメータ

データ型

必須?

[Description]
(説明)

DomainName

the section called “DomainName” (p. 509)

はい

OpenSearch
Service ド
メインの名
前。

リクエストボディ
フィールド

データ型

必須?

説明

ChangeId

文字列

いいえ

設定変更の ID。the section called
“UpdateDomainConfig” (p. 497) リクエスト
から取得。含まれていない場合、OpenSearch
Service は最新の設定変更の詳細を返します。

レスポンス要素
フィールド

データ型

ChangeProgressStatus

the section called “ChangeProgressStatus” (p. 505)

DescribeDomainConfig
OpenSearch Service ドメインの設定を表示します。

構文
GET https://es.us-east-1.amazonaws.com/2021-01-01/opensearch/domain/domain-name/config

パラメータのリクエスト
パラメータ

データ型

必須?

[Description]
(説明)

DomainName

the section called “DomainName” (p. 509)

はい

説明する必
要がある
OpenSearch
Service ドメ
イン設定の
名前。
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リクエストボディ
このオペレーションでは HTTP リクエストボディを使用しません。

レスポンス要素
フィールド

データ型

DomainConfig

the section called “DomainConfig” (p. 510)

DescribeDomains
最大 5 つの指定された OpenSearch Service ドメインの、ドメイン設定を説明します。情報には、ドメイ
ン ID、ドメインのサービスエンドポイント、ドメイン ARN が含まれます。

構文
POST https://es.us-east-1.amazonaws.com/2021-01-01/opensearch/domain-info
{
"DomainNames": [
"domain-name1",
"domain-name2",
]
}

パラメータのリクエスト
このオペレーションでは HTTP リクエストパラメータを使用しません。

リクエストボディ
フィールド

データ型

必須?

DomainNames

the section called
はい
“DomainNameList” (p. 509)

[Description] (説明)
OpenSearch Service ドメイン名の配列。

レスポンス要素
フィールド

データ型

DomainStatusList

the section called “DomainStatusList” (p. 513)

DescribeInstanceTypeLimits
特定の OpenSearch または Elasticsearch バージョンとインスタンスタイプのインスタンス数、ストレー
ジ、およびマスターノードの制限について説明します。
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構文
GET https://es.us-east-1.amazonaws.com/2021-01-01/opensearch/instanceTypeLimits/engineversion/instance-type?domainName=domain-name

パラメータのリクエスト
パラメータ

データ型

必須?

説明

EngineVersion

文字列

はい

OpenSearch または
Elasticsearch のバージョン
(Elasticsearch_X.Y または
OpenSearch_X.Y の形式)。デ
フォルトはOpenSearchの最新
バージョン。サポートされて
いるバージョンの詳細なリス
トについては、「the section
called “サポートされている
バージョンの OpenSearch お
よび Elasticsearch” (p. 2). バー
ジョン」を参照してくださ
い。

InstanceType

文字列

はい

インスタンスタイプ。リー
ジョン別のインスタンスタイ
プを表示するには、「Amazon
OpenSearch Service の料金」
を参照してください。

DomainName

the section called
“DomainName” (p. 509)

いいえ

既存のドメインの名前。既存
のドメインの制限が必要な場
合にのみ指定します。

リクエストボディ
このオペレーションでは HTTP リクエストボディを使用しません。

レスポンス要素
フィールド

データ型

説明

LimitsByRole

マップ

該当するすべてのインスタンスタイプの
制限を含むマップです。"data" はデー
タノードを指します。"master" は専用
マスターノードを指します。

DescribeInboundConnections
ターゲットドメインのすべてのインバウンドクラスター間検索接続を一覧表示します。
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構文
POST https://es.us-east-1.amazonaws.com/2021-01-01/opensearch/cc/inboundConnection/search
{
"Filters": [
{
"Name": filter-name (str),
"Values" : [val1, val2, ..] (list of strings)
},
....
"MaxResults": int (Optional, default value - 100),
"NextToken": "next-token-string (optional)"
]
}

パラメータのリクエスト
このオペレーションでは HTTP リクエストパラメータを使用しません。

リクエストボディ
パラメータ

データ型

必須?

説明

Filters

オブジェクト

いいえ

「Describe」リクエストに使用
できるフィルター名と値のリス
ト。サポートされるフィールド
は、connection-id、localdomain-info.domainname、local-domaininfo.owner-id、local-domaininfo.region、および remotedomain-info.domain-name で
す。

MaxResults

整数

いいえ

結果の数を制限します。デフォルト
は 100 です。

NextToken

文字列

いいえ

ページ分割に使用されます。以前
の API 呼び出しで NextToken を含
む結果が生成された場合のみ必要で
す。次のトークンの入力を受け入れ
て次のページの結果を返し、応答と
して次のトークンの出力を提供しま
す。クライアントは、このトークン
を使用してさらに結果を取得できま
す。

レスポンス要素
フィールド

データ型

説明

オブジェクト
CrossClusterSearchConnections
NextToken

文字列

インバウンド接続のリスト。
ページ分割に使用されます。以前の API 呼び出しで
NextToken を含む結果が生成された場合のみ必要です。
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フィールド

データ型

説明
次のトークンの入力を受け入れて次のページの結果を返
し、応答として次のトークンの出力を提供します。クラ
イアントは、このトークンを使用してさらに結果を取得
できます。

DescribeOutboundConnections
ソースドメインのすべてのアウトバウンドクラスター間検索接続を一覧表示します。

構文
POST https://es.us-east-1.amazonaws.com/2021-01-01/opensearch/cc/outboundConnection/search
{
"Filters": [
{
"Name": filter-name (str),
"Values" : [val1, val2, ..] (list of strings)
},
....
"MaxResults": int (Optional, default value - 100),
"NextToken": "next-token-string (optional)"
]
}

パラメータのリクエスト
このオペレーションでは HTTP リクエストパラメータを使用しません。

リクエストボディ
パラメータ

データ型

必須?

説明

Filters

オブジェクト

いいえ

「Describe」リクエストに使用
できるフィルター名と値のリス
ト。サポートされるフィールド
は、connection-id、remotedomain-info.domainname、remote-domaininfo.owner-id、remotedomain-info.region、および
local-domain-info.domainname です。

MaxResults

整数

いいえ

結果の数を制限します。デフォルト
は 100 です。

NextToken

文字列

いいえ

ページ分割に使用されます。以前
の API 呼び出しで NextToken を含
む結果が生成された場合のみ必要で
す。次のトークンの入力を受け入れ
て次のページの結果を返し、応答と
して次のトークンの出力を提供しま
す。クライアントは、このトークン
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パラメータ

データ型

必須?

説明
を使用してさらに結果を取得できま
す。

レスポンス要素
フィールド

データ型

説明

オブジェクト
CrossClusterSearchConnections
NextToken

文字列

アウトバウンド接続のリスト。
ページ分割に使用されます。以前の API 呼び出しで
NextToken を含む結果が生成された場合のみ必要です。
次のトークンの入力を受け入れて次のページの結果を返
し、応答として次のトークンの出力を提供します。クラ
イアントは、このトークンを使用してさらに結果を取得
できます。

DescribePackages
OpenSearch Service で利用可能なすべてのパッケージについて説明します。フィルタリング、結果数の制
限、ページ分割のオプションが含まれます。

構文
POST https://es.us-east-1.amazonaws.com/2021-01-01/packages/describe
{
"Filters": [{
"Name": "PackageStatus",
"Value": [
"DELETING", "AVAILABLE"
]
}],
"MaxResults": 5,
"NextToken": "next-token",
}

パラメータのリクエスト
このオペレーションではリクエストパラメータを使用しません。

リクエストボディ
パラメータ

データ型

必須?

説明

Filters

the section called “フィル
ター” (p. 515)

いいえ

指定された値に一致するパッ
ケージのみを返します。

MaxResults

整数

いいえ

結果をパッケージの最大数に制
限します。

NextToken

文字列

いいえ

ページ分割に使用されます。以
前の API コールに null 以外の
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パラメータ

データ型

必須?

説明
NextToken 値が含まれている
場合にのみ必要です。指定され
ている場合は、次のページの結
果を返します。

レスポンス要素
フィールド

データ型

説明

PackageDetailsList

[List] (リスト)

the section called
“PackageDetails” (p. 517) オ
ブジェクトのリスト

DescribeReservedInstanceOfferings
指定されたリージョンで利用できるリザーブドインスタンスの提供タイプについて説明します。

構文
GET https://es.us-east-1.amazonaws.com/2021-01-01/opensearch/reservedInstanceOfferings?
offeringId=offering-id&maxResults=max-results&nextToken=next-token

パラメータのリクエスト
パラメータ

データ型

必須?

説明

OfferingId

文字列

いいえ

提供 ID。

MaxResults

整数

いいえ

結果の数を制限します。30～
100 を指定する必要がありま
す。

NextToken

文字列

いいえ

ページ分割に使用されま
す。以前の API 呼び出しで
NextToken を含む結果が生成
された場合のみ必要です。次
のトークンの入力を受け入れ
て次のページの結果を返し、
応答として次のトークンの
出力を提供します。クライア
ントは、このトークンを使用
してさらに結果を取得できま
す。

リクエストボディ
このオペレーションでは HTTP リクエストボディを使用しません。
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レスポンス要素
フィールド

データ型

ReservedInstanceOfferings
ReservedInstanceOfferings

説明
リザーブドインスタンスの提供タイプ
に関するすべての情報のコンテナ。詳
細については、「the section called “リ
ザーブドインスタンスを購入する (AWS
CLI)” (p. 415)」を参照してください。

DescribeReservedInstances
指定されたリージョンで予約しているインスタンスについて説明します。

構文
GET https://es.us-east-1.amazonaws.com/2021-01-01/opensearch/reservedInstances?
reservationId=reservation-id&maxResults=max-results&nextToken=next-token

パラメータのリクエスト
パラメータ

データ型

必須?

説明

ReservationId

文字列

いいえ

予約 ID。予約を購入した後に
割り当てられます。

MaxResults

整数

いいえ

結果の数を制限します。30～
100 を指定する必要がありま
す。

NextToken

文字列

いいえ

ページ分割に使用されま
す。以前の API 呼び出しで
NextToken を含む結果が生成
された場合のみ必要です。次
のトークンの入力を受け入れ
て次のページの結果を返し、
応答として次のトークンの
出力を提供します。クライア
ントは、このトークンを使用
してさらに結果を取得できま
す。

リクエストボディ
このオペレーションでは HTTP リクエストボディを使用しません。
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レスポンス要素
フィールド

データ型

説明

ReservedInstances

ReservedInstances

予約したインスタンスに関するすべての
情報のコンテナ。詳細については、「the
section called “リザーブドインスタンスを
購入する (AWS CLI)” (p. 415)」を参照し
てください。

DissociatePackage
指定された OpenSearch Service ドメインからパッケージを削除します。解離を成功させるためには、
パッケージを OpenSearch インデックスとともに使用することはできません。このパッケージは、後で関
連付けのために OpenSearch サービスで引き続き利用可能です。

構文
POST https://es.us-east-1.amazonaws.com/2021-01-01/packages/dissociate/package-id/domainname

パラメータのリクエスト
パラメータ

データ型

必須?

説明

PackageID

文字列

はい

ドメインとの関連付けを
解除するパッケージの内
部 ID。the section called
“ListPackagesForDomain” (p. 492)
を使用して、この値を検索しま
す。

DomainName

the section called
“DomainName” (p. 509)

はい

パッケージの関連付けを解除す
るドメインの名前。

リクエストボディ
このオペレーションでは HTTP リクエストボディを使用しません。

レスポンス要素
フィールド

データ型

DomainPackageDetails

the section called
“DomainPackageDetails” (p. 509)

GetCompatibleVersions
OpenSearch または Elasticsearch バージョンのマップ、およびアップグレード可能なバージョンを返しま
す。
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構文
GET https://es.us-east-1.amazonaws.com/2021-01-01/opensearch/compatibleVersions?
domainName=domain-name

パラメータのリクエスト
パラメータ

データ型

必須?

説明

DomainName

the section called
“DomainName” (p. 509)

いいえ

既存のドメインの名前。

リクエストボディ
このオペレーションでは HTTP リクエストボディを使用しません。

レスポンス要素
フィールド

データ型

説明

CompatibleVersions

マップ

OpenSearch または
Elasticsearch バージョンのマッ
プ、およびアップグレード可能
なバージョン。
{

"CompatibleVersions": [{
"SourceVersion":
"Elasticsearch_7.10",
"TargetVersions":
["OpenSearch_1.0"]
}]

}

GetPackageVersionHistory
OpenSearch バージョンのマップ、およびアップグレード可能なバージョンを返します。

構文
GET https://es.us-east-1.amazonaws.com/2021-01-01/packages/package-id/history?
maxResults=max-results&amp;nextToken=next-token

パラメータのリクエスト
パラメータ

データ型

必須?

説明

PackageID

文字列

はい

既存のドメインの名前。
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パラメータ

データ型

必須?

説明

MaxResults

整数

いいえ

結果の数を制限します。30～
100 を指定する必要がありま
す。

NextToken

文字列

いいえ

ページ分割に使用されま
す。以前の API 呼び出しで
NextToken を含む結果が生成
された場合のみ必要です。次
のトークンの入力を受け入れ
て次のページの結果を返し、
応答として次のトークンの
出力を提供します。クライア
ントは、このトークンを使用
してさらに結果を取得できま
す。

リクエストボディ
このオペレーションでは HTTP リクエストボディを使用しません。

レスポンス要素
フィールド

データ型

PackageVersionHistoryList マップ

説明
指定されたパッケージのコミッ
トメッセージ、更新時間、およ
びバージョンのリスト：
"PackageVersionHistoryList":
[
{
CommitMessage": "Add new
synonyms",
"CreatedAt":
1.605225005466E9,
"PackageVersion": "v4"
}
]

GetUpgradeHistory
ドメインの最新の 10 個のアップグレードオペレーションのリストを返します。

構文
GET https://es.us-east-1.amazonaws.com/2021-01-01/opensearch/upgradeDomain/domain-name/
history?maxResults=max-results&amp;nextToken=next-token
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パラメータのリクエスト
パラメータ

データ型

必須?

説明

MaxResults

整数

いいえ

結果の数を制限します。30～
100 を指定する必要がありま
す。

DomainName

the section called
“DomainName” (p. 509)

はい

既存のドメインの名前。

NextToken

文字列

いいえ

ページ分割に使用されま
す。以前の API 呼び出しで
NextToken を含む結果が生成
された場合のみ必要です。次
のトークンの入力を受け入れ
て次のページの結果を返し、
応答として次のトークンの
出力を提供します。クライア
ントは、このトークンを使用
してさらに結果を取得できま
す。

リクエストボディ
このオペレーションでは HTTP リクエストボディを使用しません。

レスポンス要素
フィールド

データ型

説明

UpgradeHistoryList

UpgradeHistoryList

過去 10 のアップグレードオペ
レーションの結果のログのコン
テナ。

GetUpgradeStatus
ドメインの OpenSearch または Elasticsearch バージョンアップグレードの最新のステータスを返しま
す。

構文
GET https://es.us-east-1.amazonaws.com/2021-01-01/opensearch/upgradeDomain/domain-name/
status

パラメータのリクエスト
パラメータ

データ型

必須?

[Description] (説明)

DomainName

the section called
“DomainName” (p. 509)

はい

既存のドメインの名前。
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リクエストボディ
このオペレーションでは HTTP リクエストボディを使用しません。

レスポンス要素
フィールド

データ型

説明

UpgradeStepItem

UpgradeStepItem

ドメインのバージョンアップグ
レードの最新のステータスのコ
ンテナ。

ListDomainNames
アクティブリージョン内で現在のユーザーが所有するすべての OpenSearch Service ドメイン名を表示し
ます。

構文
GET https://es.us-east-1.amazonaws.com/2021-01-01/domain

パラメータのリクエスト
フィールド

データ型

必須?

説明

EngineType

文字列

いいえ

出力をドメインエンジ
ンタイプでフィルタ
リングします。許容値
は、Elasticsearch
および OpenSearch で
す。

このオペレーションではリクエストパラメータを使用しません。

リクエストボディ
このオペレーションでは HTTP リクエストボディを使用しません。

レスポンス要素
フィールド

データ型

説明

DomainNameList

DomainNameList (p. 509)

現在のユーザーが所有するすべ
ての OpenSearch Service ドメイ
ン名。

ListDomainsForPackage
パッケージが関連付けられているすべての OpenSearch Service ドメインを一覧表示します。
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構文
GET https://es.us-east-1.amazonaws.com/2021-01-01/packages/package-id/domains?
maxResults=max-results&amp;nextToken=next-token

パラメータのリクエスト
パラメータ

データ型

必須?

説明

PackageID

文字列

はい

ドメインを一覧表示するパッ
ケージ。

MaxResults

整数

いいえ

結果の数を制限します。

NextToken

文字列

いいえ

ページ分割に使用されま
す。以前の API 呼び出しで
NextToken を含む結果が生成
された場合のみ必要です。次
のトークンの入力を受け入れ
て次のページの結果を返し、
応答として次のトークンの
出力を提供します。クライア
ントは、このトークンを使用
してさらに結果を取得できま
す。

リクエストボディ
このオペレーションでは HTTP リクエストボディを使用しません。

レスポンス要素
フィールド

データ型

[List] (リスト)
DomainPackageDetailsList

NextToken

文字列

説明
the section called
“DomainPackageDetails” (p. 509) オブ
ジェクトのリスト
ページ分割に使用されます。以前の API 呼
び出しで NextToken を含む結果が生成さ
れた場合のみ必要です。次のトークンの入
力を受け入れて次のページの結果を返し、
応答として次のトークンの出力を提供しま
す。クライアントは、このトークンを使用
してさらに結果を取得できます。

ListVersions
OpenSearch Service でサポートされているすべての OpenSearch バージョンとElasticsearch を一覧表示
します。
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構文
GET https://es.us-east-1.amazonaws.com/2021-01-01/opensearch/versions?maxResults=maxresults&nextToken=next-token

パラメータのリクエスト
パラメータ

データ型

必須?

説明

MaxResults

整数

いいえ

結果の数を制限します。30～100
を指定する必要があります。

NextToken

文字列

いいえ

ページ分割に使用されます。以前
の API 呼び出しで NextToken を
含む結果が生成された場合のみ必
要です。次のトークンの入力を
受け入れて次のページの結果を
返し、応答として次のトークンの
出力を提供します。クライアント
は、このトークンを使用してさら
に結果を取得できます。

リクエストボディ
このオペレーションでは HTTP リクエストボディを使用しません。

ListInstanceTypeDetails
特定の OpenSearch もしくは Elasticsearch バージョンの、すべてのインスタンスタイプと使用可能な機
能を一覧表示する。

構文
GET https://es.us-east-1.amazonaws.com/2021-01-01/instanceTypeDetails/engine-version?
domainName=domain-name?maxResults=max-results&nextToken=next-token

パラメータのリクエスト
パラメータ

データ型

必須?

説明

EngineVersion

文字列

はい

OpenSearch または Elasticsearch
のバージョン (Elasticsearch_X.Y
または OpenSearch_X.Y の形
式)。デフォルトはOpenSearch
の最新バージョン。サポートさ
れているバージョンの詳細なリ
ストについては、「the section
called “サポートされているバー
ジョンの OpenSearch および
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パラメータ

データ型

必須?

説明
Elasticsearch” (p. 2)」を参照して
ください。

DomainName

the section called
“DomainName” (p. 509)

はい

インスタンスタイプの詳細に関し
てリストしなければならないドメ
インの名前。

MaxResults

整数

いいえ

結果の数を制限します。30～100
を指定する必要があります。

NextToken

文字列

いいえ

ページ分割に使用されます。以前
の API 呼び出しで NextToken を
含む結果が生成された場合のみ必
要です。次のトークンの入力を
受け入れて次のページの結果を
返し、応答として次のトークンの
出力を提供します。クライアント
は、このトークンを使用してさら
に結果を取得できます。

リクエストボディ
このオペレーションでは HTTP リクエストボディを使用しません。

レスポンス要素
フィールド

データ型

説明

InstanceTypeDetails

[List] (リスト)

特定の OpenSearch もしくは Elasticsearch
バージョンの、すべてのサポートされたイ
ンスタンスタイプと機能を一覧表示しま
す。

NextToken

文字列

ページ分割に使用されます。以前の API 呼
び出しで NextToken を含む結果が生成さ
れた場合のみ必要です。次のトークンの入
力を受け入れて次のページの結果を返し、
応答として次のトークンの出力を提供しま
す。クライアントは、このトークンを使用
してさらに結果を取得できます。

ListPackagesForDomain
OpenSearch Service ドメインに関連付けられているすべてのパッケージを一覧表示します。

構文
GET https://es.us-east-1.amazonaws.com/2021-01-01/domain/domain-name/packages?
maxResults=max-results&amp;nextToken=next-token

API バージョン 2015-01-01
492

Amazon OpenSearch Service デベロッパーガイド
ListTags

パラメータのリクエスト
パラメータ

データ型

必須?

説明

DomainName

文字列

はい

関連するパッケージを一覧表
示するドメインの名前。

MaxResults

整数

いいえ

結果の数を制限します。

NextToken

文字列

いいえ

ページ分割に使用されま
す。以前の API 呼び出しで
NextToken を含む結果が生成
された場合のみ必要です。次
のトークンの入力を受け入れ
て次のページの結果を返し、
応答として次のトークンの
出力を提供します。クライア
ントは、このトークンを使用
してさらに結果を取得できま
す。

リクエストボディ
このオペレーションでは HTTP リクエストボディを使用しません。

レスポンス要素
フィールド

データ型

説明

DomainPackageDetailsList
List

the section called
“DomainPackageDetails” (p. 509) オブ
ジェクトのリスト

NextToken

ページ分割に使用されます。以前の API 呼
び出しで NextToken を含む結果が生成さ
れた場合のみ必要です。次のトークンの入
力を受け入れて次のページの結果を返し、
応答として次のトークンの出力を提供しま
す。クライアントは、このトークンを使用
してさらに結果を取得できます。

String

ListTags
OpenSearch Service ドメインのすべてのリソースタグを表示します。

構文
GET https://es.us-east-1.amazonaws.com/2021-01-01/tags?arn=domain-arn
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パラメータのリクエスト
パラメータ

データ型

必須?

[Description] (説明)

ARN

ARN (p. 504)

はい

OpenSearch Service ドメインの Amazon
リソースネーム (ARN)。

リクエストボディ
このオペレーションでは HTTP リクエストボディを使用しません。

レスポンス要素
フィールド

データ型

説明

TagList

TagList (p. 520)

リソースタグの一覧。詳細については、「the section
called “ドメインのタグ付け” (p. 66)」を参照してくださ
い。

PurchaseReservedInstanceOffering
リザーブドインスタンスを購入します。

構文
POST https://es.us-east-1.amazonaws.com/2021-01-01/opensearch/
purchaseReservedInstanceOffering
{
"ReservationName" : "my-reservation",
"ReservedInstanceOfferingId" : "1a2a3a4a5-1a2a-3a4a-5a6a-1a2a3a4a5a6a",
"InstanceCount" : 3
}

パラメータのリクエスト
このオペレーションでは HTTP リクエストパラメータを使用しません。

リクエストボディ
名前

必須?

説明

ReservationName 文字列

はい

予約のわかりやすい名前。5～64 文字の長さ
にする

文字列
ReservedInstanceOfferingId

はい

提供 ID。

はい

予約する必要があるインスタンスの数。

InstanceCount

データ型

整数

API バージョン 2015-01-01
494

Amazon OpenSearch Service デベロッパーガイド
RejectInboundConnection

レスポンス要素
フィールド

データ型

説明

ReservationName

文字列

予約の名前。

ReservedInstanceId文字列

予約 ID。

RejectInboundConnection
ターゲットドメインの所有者に、インバウンドのクラスター間検索接続リクエストの拒否を許可します。

構文
PUT https://es.us-east-1.amazonaws.com/2021-01-01/opensearch/cc/
inboundConnection/connection-id/reject

パラメータのリクエスト
このオペレーションでは HTTP リクエストパラメータを使用しません。

リクエストボディ
このオペレーションでは HTTP リクエストボディを使用しません。

レスポンス要素
フィールド

データ型

説明

オブジェクト
CrossClusterSearchConnection

インバウンド接続の詳細。

RemoveTags
OpenSearch Service ドメインから指定したリソースタグを削除します。

構文
POST https://es.us-east-1.amazonaws.com/2021-01-01/tags-removal
{
"ARN": "arn:aws:es:us-east-1:123456789012:domain/my-domain",
"TagKeys": [
"tag-key1",
"tag-key2"
]
}

パラメータのリクエスト
このオペレーションでは HTTP リクエストパラメータを使用しません。
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リクエストボディ
パラメータ

データ型

必須?

[Description] (説明)

ARN

ARN (p. 504)

はい

OpenSearch Service ドメインの Amazon
リソースネーム (ARN)。詳細について
は、AWS Identity and Access Management
ユーザーガイドの「IAM ID」を参照してくだ
さい。

TagKeys

TagKey (p. 520)

はい

OpenSearch Service ドメインから削除する
リソースタグのタグキーのリスト。

レスポンス要素
RemoveTags オペレーションでは、レスポンス要素は返しません。

StartServiceSoftwareUpdate
OpenSearch Service ドメインのサービスソフトウェア更新をスケジュール設定します。

構文
POST https://es.us-east-1.amazonaws.com/2021-01-01/opensearch/serviceSoftwareUpdate/start
{
"DomainName": "domain-name"
}

パラメータのリクエスト
このオペレーションでは HTTP リクエストパラメータを使用しません。

リクエストボディ
パラメータ

データ型

必須?

[Description] (説明)

DomainName

DomainName (p. 509)

はい

最新のサービスソフトウェアに更新する
OpenSearch Service ドメインの名前。

レスポンス要素
フィールド

データ型

説明

最新のサービスソフトウェアに対するドメインの状態を
ServiceSoftwareOptions
ServiceSoftwareOptions
表すコンテナ。

CancelServiceSoftwareUpdate
OpenSearch Service ドメイン用にスケジュール設定されたサービスソフトウェア更新を停止します。ドメ
インの UpdateStatus が PENDING_UPDATE の場合にのみ機能します。
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構文
POST https://es.us-east-1.amazonaws.com/2021-01-01/opensearch/serviceSoftwareUpdate/stop
{
"DomainName": "domain-name"
}

パラメータのリクエスト
このオペレーションでは HTTP リクエストパラメータを使用しません。

リクエストボディ
パラメータ

データ型

必須?

[Description] (説明)

DomainName

DomainName (p. 509)

はい

最新のサービスソフトウェアに更新する
OpenSearch Service ドメインの名前。

レスポンス要素
フィールド

データ型

説明

最新のサービスソフトウェアに対するドメインの状態を
ServiceSoftwareOptions
ServiceSoftwareOptions
(p. 518)
表すコンテナ。

UpdateDomainConfig
インスタンスタイプやインスタンス数など、OpenSearch Service ドメインの設定を調整します。更新する
値の指定のみ必要です。

構文
POST https://es.us-east-1.amazonaws.com/2021-01-01/opensearch/domain/domain-name/config
{
"ClusterConfig": {
"ZoneAwarenessConfig": {
"AvailabilityZoneCount": 3
},
"ZoneAwarenessEnabled": true|false,
"InstanceCount": 3,
"DedicatedMasterEnabled": true|false,
"DedicatedMasterType": "c5.large.search",
"DedicatedMasterCount": 3,
"InstanceType": "r5.large.search",
"WarmCount": 6,
"WarmType": "ultrawarm1.medium.search",
"ColdStorageOptions": {
"Enabled": true|false
},
"EBSOptions": {
"EBSEnabled": true|false,
"VolumeType": "gp3|gp2|io1|standard",
"VolumeSize": 35,
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"Iops": 3000,
"Throughput": 125

},
"SnapshotOptions": {
"AutomatedSnapshotStartHour": 3
},
"EncryptionAtRestOptions": {
"Enabled": true|false,
"KmsKeyId":"arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:alias/my-key"
},
"NodeToNodeEncryptionOptions": {
"Enabled": true|false
},
"VPCOptions": {
"SubnetIds": ["subnet-abcdefg1", "subnet-abcdefg2", "subnet-abcdefg3"],
"SecurityGroupIds": ["sg-12345678"]
},
"AdvancedOptions": {
"rest.action.multi.allow_explicit_index": "true|false",
"indices.fielddata.cache.size": "40",
"indices.query.bool.max_clause_count": "1024",
"override_main_response_version": "true|false"
},
"CognitoOptions": {
"Enabled": true|false,
"UserPoolId": "us-east-1_121234567",
"IdentityPoolId": "us-east-1:12345678-1234-1234-1234-123456789012",
"RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
CognitoAccessForAmazonOpenSearch"
},
"DomainEndpointOptions": {
"EnforceHTTPS": true|false,
"TLSSecurityPolicy": "Policy-Min-TLS-1-2-2019-07|Policy-Min-TLS-1-0-2019-07",
"CustomEndpointEnabled": "true|false",
"CustomEndpoint": "www.my-custom-endpoint.com",
"CustomEndpointCertificateArn": "arn:aws:iam::123456789012:certificate/my-certificate"
},
"LogPublishingOptions": {
"SEARCH_SLOW_LOGS": {
"CloudWatchLogsLogGroupArn":"arn:aws:logs:us-east-1:264071961897:log-group1:sampledomain",
"Enabled":true|false
},
"INDEX_SLOW_LOGS": {
"CloudWatchLogsLogGroupArn":"arn:aws:logs:us-east-1:264071961897:log-group2:sampledomain",
"Enabled":true|false
},
"ES_APPLICATION_LOGS": {
"CloudWatchLogsLogGroupArn":"arn:aws:logs:us-east-1:264071961897:log-group3:sampledomain",
"Enabled":true|false
}
},
"AdvancedSecurityOptions": {
"Enabled": true|false,
"InternalUserDatabaseEnabled": true|false,
"AnonymousAuthEnabled": true|false,
"AnonymousAuthDisableDate": 1234567890,
"MasterUserOptions": {
"MasterUserARN": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-master-user-role"
"MasterUserName": "my-master-username",
"MasterUserPassword": "my-master-password"
},
"SAMLOptions": {
"Enabled": true,
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"Idp": {
"EntityId": "entity-id",
"MetadataContent": "metadata-content-with-quotes-escaped"
},
"RolesKey": "optional-roles-key",
"SessionTimeoutMinutes": 180,
"SubjectKey": "optional-subject-key"

}
},
"AutoTuneOptions": {
"DesiredState": "ENABLED|DISABLED",
"MaintenanceSchedules": [{
"StartAt": 1234567890,
"Duration": {
"Value": 2,
"Unit": "HOURS"
},
"CronExpressionForRecurrence": "cron(0 0 ? * 3 *)"
}],
"RollbackOnDisable": "NO_ROLLBACK|DEFAULT_ROLLBACK"
},
"DomainName": "my-domain",
"AccessPolicies": "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Effect\":\"Allow
\",\"Principal\":{\"AWS\":[\"*\"]},\"Action\":[\"es:*\"],\"Resource\":\"arn:aws:es:useast-1:123456789012:domain/my-domain/*\"}]}",
"DryRun": true|false
}

パラメータのリクエスト
このオペレーションでは HTTP リクエストパラメータを使用しません。

リクエストボディ
パラメータ

データ型

必須?

[Description] (説明)

DomainName

DomainName (p. 509)

はい

設定を更新する OpenSearch Service
ドメインの名前。

ClusterConfig

ClusterConfig (p. 506)

いいえ

EC2 インスタンスのインスタンスタ
イプや数など、クラスター設定に対
して行う変更。

EBSOptions

EBSOptions (p. 514)

いいえ

データノードにアタッチされた EBS
ボリュームのサイズ。

VPCOptions

VPCOptions (p. 521)

いいえ

VPC で動作するように OpenSearch
Service を設定するために必要な
値のコンテナ。詳細については、
「the section called “VPC サポー
ト” (p. 38)」を参照してください。

SnapshotOptions

SnapshotOptions (p. 519)

いいえ

DEPRECATED. OpenSearch Service
ドメインでサービスがインデックス
の自動スナップショットを毎日作成
する時間。

AdvancedOptions

AdvancedOptions (p. 502)

いいえ

詳細な設定オプションを指定するた
めのキーと値のペア。詳細について
は、「the section called “高度なクラ
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パラメータ

データ型

必須?

[Description] (説明)
スター設定” (p. 22)」を参照してくだ
さい。

AccessPolicies

文字列

いいえ

いいえ
LogPublishingOptions
LogPublishingOptions (p. 515)
CognitoOptions

CognitoOptions (p. 507)

いいえ

OpenSearch Service ドメインのアク
セスポリシーを指定します。詳細に
ついては、「the section called “アク
セスポリシーの設定” (p. 21)」を参照
してください。
スローログの発行を設定するための
キーと値の文字列のペア。
OpenSearch Dashboards の Amazon
Cognito 認証を使用するように
OpenSearch Service を設定するキー
と値のペア。

the section called
いいえ
DomainEndpointOptions
“DomainEndpointOptions” (p. 508)

ドメインエンドポイントの追加オ
プション (すべてのトラフィック
で HTTPS を必須にするかどうかな
ど)。

the section called
いいえ
AdvancedSecurityOptions
“AdvancedSecurityOptions” (p. 504)

きめ細かなアクセスコントロールの
オプション。

AutoTuneOptions

the section called
“AutoTuneOptions” (p. 505)

いいえ

Auto-Tune のオプション。

the section called
いいえ ノード間の暗号化を有効にします。
NodeToNodeEncryptionOptions
“NodeToNodeEncryptionOptions” (p. 516)
the section called
いいえ
EncryptionAtRestOptions
“EncryptionAtRestOptions” (p. 514)
DryRun

ブール値

いいえ

保管時に暗号化するためのキーと値
のペア。
デフォルトは false です。trueの
場合、OpenSearch Service は、設定
変更によってblue/greenデプロイが
発生するかどうかをチェックします
が、更新は実行しません。

レスポンス要素
フィールド

データ型

DomainConfig

the section called “DomainConfig” (p. 510)

DryRunResults

the section called “DryRunResults” (p. 513)

UpdatePackage
OpenSearch Service ドメインで使用するパッケージを更新します。

API バージョン 2015-01-01
500

Amazon OpenSearch Service デベロッパーガイド
UpgradeDomain

構文
POST https://es.us-east-1.amazonaws.com/2021-01-01/packages/update
{
"PackageID": "F11111111",
"PackageDescription": "My synonym file.",
"CommitMessage": "Added some synonyms.",
"PackageSource": {
"S3BucketName": "my-s3-bucket",
"S3Key": "synonyms.txt"
}
}

パラメータのリクエスト
このオペレーションではリクエストパラメータを使用しません。

リクエストボディ
パラメータ

データ型

必須?

説明

PackageID

文字列

はい

パッケージの一意の ID。

PackageDescription 文字列

いいえ

パッケージの説明。

CommitMessage

文字列

いいえ

更新されたファイルのコミット
メッセージ。

PackageSource

the section called
“PackageSource” (p. 517)

はい

パッケージの S3 バケットと
キー。

レスポンス要素
フィールド

データ型

PackageDetails

the section called “PackageDetails” (p. 517)

UpgradeDomain
OpenSearch Service ドメインを OpenSearch または Elasticsearch の新しいバージョンにアップグレード
します。または、アップグレードの適格性を確認します。

構文
POST https://es.us-east-1.amazonaws.com/2021-01-01/opensearch/upgradeDomain
{
"DomainName": "domain-name",
"TargetVersion": "OpenSearch_1.0",
"PerformCheckOnly": true|false
}
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パラメータのリクエスト
このオペレーションでは HTTP リクエストパラメータを使用しません。

リクエストボディ
パラメータ

データ型

必須?

説明

DomainName

文字列

はい

アップグレードする OpenSearch
Service ドメインの名前。

TargetVersion

文字列

はい

OpenSearch_X.Y または
Elasticsearch_X.Y の形式でアッ
プグレードする OpenSearch
または Elasticsearch のバー
ジョン。「the section called
“GetCompatibleVersions” (p. 485)」
を参照してください。

PerformCheckOnly

ブール値

いいえ

デフォルトは false です。true の
場合、OpenSearch Service はドメイ
ンの適格性を確認しますが、アップ
グレードは実行しません。

AdvancedOptions

the section called
“AdvancedOptions” (p. 502)

いいえ

override_main_response_version
パラメータのみをサポートし、そ
の他のアドバンストオプションは
サポートしません。このオプショ
ンは、OpenSearch バージョンへの
アップグレードのときにのみ含める
ことができます。Elasticsearch OSS
クライアントとプラグインで引き続
き動作するように、ドメインがその
バージョンを 7.10 とレポートするか
どうかを指定します。

レスポンス要素
フィールド

データ型

説明

マップ
UpgradeDomainResponse

オペレーションの詳細を確認する基本レスポンス。

データ型
このセクションでは、設定 APIで使用されるデータタイプについて説明します。

AdvancedOptions
アドバンスト OpenSearch 設定オプションを指定するキーと値のペア。
API バージョン 2015-01-01
502

Amazon OpenSearch Service デベロッパーガイド
AdvancedOptions

フィールド

データ型

説明

キーと値のペア:
rest.action.multi.allow_explicit_index

ブール値ではなく文字
列の使用に注意してく
"rest.action.multi.allow_explicit_index":"true"
ださい。HTTP リクエ
ストボディ中で、イン
デックスへの明示参照
を許可するかどうかを
指定します。特定のイ
ンデックスやドメイン
API など、ドメインの
サブリソースのアクセ
スポリシーを設定する
場合、このプロパティ
を無効にする必要が
あります。サブリソー
スのためのアクセス
ポリシーについては、
「the section called “ア
クセスポリシーの設
定” (p. 21)」を参照して
ください。

indices.fielddata.cache.sizeキーと値のペア:

整数ではなく文字列の
使用に注意してくださ
"indices.fielddata.cache.size":"80"
い。フィールドデータ
に割り当てられる Java
ヒープスペースの割合
を指定します。デフォ
ルトでは、この設定は
unbounded です。

キーと値のペア:
indices.query.bool.max_clause_count

整数ではなく文字列の
使用に注意してくだ
"indices.query.bool.max_clause_count":"1024"
さい。Lucene のブー
ルクエリで許可され
る句の最大数を指定
します。1,024 がデ
フォルトです。クエ
リに含まれる句の数
が最大数を超えている
と、TooManyClauses
エラーが発生しま
す。詳細について
は、Lucene のドキュメ
ントを参照してくださ
い。

キーと値のペア:
override_main_response_version

ブール値ではなく文字
列の使用に注意してく
"override_main_response_version":"true"
ださい。Elasticsearch
OSS クライアントと
プラグインが引き続き
動作できるように、ド
メインがそのバージョ
ンを 7.10 とレポート
するかどうかを指定
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フィールド

データ型

説明
します。OpenSearch
ドメインを作成する
場合や、Elasticsearch
OSS バージョンから
OpenSearch にアップ
グレードする場合のみ
関連します。デフォル
トは、ドメインを作成
するときは false で、
ドメインをアップグ
レードするときは true
です。

AdvancedSecurityOptions
フィールド

データ型

説明

Enabled

ブール値

きめ細かなアクセスコントロール (p. 152)を有効
にするには True。

AnonymousAuthEnabled

ブール値

True を設定すると、管理者がロールマッピング
を作成できる 30 日間の移行期間が有効になりま
す。既存のドメインでのきめ細かなアクセスコン
トロールの有効化 (p. 156)だけが必要。

AnonymousAuthDisableDateタイムスタンプ

移行期間が無効になる日時。

ブール値
InternalUserDatabaseEnabled

内部ユーザーデータベースを有効にするには
true。

MasterUserOptions

the section called
マスターユーザーに関する情報のコンテナ。
“MasterUserOptions” (p. 516)

SAMLOptions

SAMLOptions

OpenSearch Dashboards の SAML 設定に関する
情報のためのコンテナ。

ARN
フィールド

データ型

説明

ARN

文字列

OpenSearch Service ドメインの Amazon
リソースネーム (ARN)。詳細につ
いては、AWS Identity and Access
Management ユーザーガイドの「IAM
ARN」を参照してください。
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AutoTuneOptions
フィールド

データ型

説明

DesiredState

文字列

ENABLED または DISABLED です。

リスト
MaintenanceSchedules

その間に Auto-Tune が変更をデプロイできるメンテナンススケ
ジュールのリスト。
{

}

"StartAt": 1234567890,
"Duration": {
"Value": 2,
"Unit": "HOURS"
},
"CronExpressionForRecurrence": "cron(* * ? * * *)"

メンテナンススケジュールは上書きされ、追加されませ
ん。リクエストにスケジュールが含まれていない場合、
リクエストは既存のスケジュールをすべて削除します。既
存のスケジュールを保持するには、まず the section called
“DescribeDomainConfig” (p. 477) の呼び出しを行い、このセク
ションの基礎としてレスポンスの MaintenanceSchedules の
部分を使用します。
StartAt はエポック時間で、Value は長整数です。
RollbackOnDisable 文字列

Auto-Tune を無効にする際は、NO_ROLLBACK を指定して以前の
すべての Auto-Tune 設定を保持するか、DEFAULT_ROLLBACK
を指定して OpenSearch Service のデフォルトに戻します。
DEFAULT_ROLLBACK を指定する場合は、リクエストに
MaintenanceSchedule を含める必要があります。それ以外の
場合、OpenSearch Service はロールバックを実行できません。

ChangeProgressDetails
ドメインで発生した設定変更に関する情報のためのコンテナ。
フィールド

データ型

説明

ChangeId

文字列

設定変更の ID。

Message

文字列

設定変更の状態に対応するメッセージ。

ChangeProgressStatus
ドメインで発生した設定変更に関する情報のためのコンテナ。
フィールド

データ型

説明

ChangeId

文字列

設定変更の ID。
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フィールド

データ型

説明

ChangeProgressStages

オブジェクト

更新プロセスの各ステージの
進行状況の詳細。各ステージに
は、Description、LastUpdated、Name,、お
よび Status フィールドが含まれます。

CompletedProperties

StringList

すでに更新されているドメインプロパティのリス
ト。

PendingProperties

StringList

まだ更新する必要があるドメインプロパティのリ
スト。

StartTime

タイムスタンプ

設定変更が開始された日時。

Status

文字列

設定変更の現在のステータス。

TotalNumberOfStages

整数

設定変更が完了するのに必要なステージの総数。

ClusterConfig
OpenSearch Service ドメインのクラスター設定のコンテナ。
フィールド

データ型

説明

InstanceType

文字列

クラスターのデータノードのインスタンスタイ
プ。

InstanceCount

整数

クラスターのインスタンスの数。

DedicatedMasterEnabled

ブール値

専用マスターノードがクラスターに対して有効
かどうかを表します。クラスターが専用マスター
ノードを使用する場合は、True。クラスターが専
用マスターノードを使用しない場合は、False。
詳細については、「the section called “専用マス
ターノード” (p. 367)」を参照してください。

DedicatedMasterType

文字列

クラスターの専用マスターノードの OpenSearch
Service インスタンスタイプ。

DedicatedMasterCount

整数

クラスター内の専用マスターノードの数。この数
値は 1 より大きくする必要があります。そうでな
い場合は、検証例外が発生します。

ZoneAwarenessEnabled

ブール値

複数のアベイラビリティーゾーンが有効になっ
ているかどうかを示します。詳細については、
「the section called “マルチ AZ ドメインの設
定” (p. 34)」を参照してください。

ZoneAwarenessConfig

ゾーン対応設定オプションのコンテ
ZoneAwarenessConfig
(p. 521)
ナ。ZoneAwarenessEnabled が true の場合の
み必須です。

WarmEnabled

ブール値

クラスターのウォームストレージを有効にするか
どうか。

WarmCount

整数

クラスターのウォームノード数。
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CognitoOptions

フィールド

データ型

説明

WarmType

文字列

クラスターのウォームノードのインスタンスタイ
プ。

WarmStorage

整数

プロビジョニングされたウォームストレージの総
量 (GiB)。

ColdStorageOptions

コールドストレージ設定オプションのコンテナ。
ColdStorageOptions
(p. 507)

CognitoOptions
フィールド

データ型

説明

Enabled

ブール値

OpenSearch Dashboards の Amazon Cognito 認証
を有効または無効にするかどうか。「the section
called “OpenSearch Dashboards の Amazon
Cognito 認証” (p. 180)」を参照してください。

UserPoolId

文字列

OpenSearch Dashboards 認証で OpenSearch
Service に使用してもらいたい Amazon Cognito
ユーザープール ID。

IdentityPoolId

文字列

OpenSearch Dashboards 認証で OpenSearch
Service に使用してもらいたい Amazon Cognito
ID プール ID。

RoleArn

文字列

OpenSearch Service がユーザープール
と ID プールを設定することを許可する
AmazonOpenSearchServiceCognitoAccess
ロール。

ColdStorageOptions
OpenSearch Service ドメインのコールドストレージを有効にするために必要な、パラメータのコンテナ。
フィールド

データ型

説明

Enabled

ブール値

ドメインでコールドストレージを有効ま
たは無効にするかどうか。「the section
called “コールドストレージ” (p. 301)」を
参照してください。

CreateDomainRequest
CreateDomain サービス運用に必要なパラメータのコンテナ。
フィールド

データ型

説明

DomainName

DomainName (p. 509)

作成する OpenSearch Service ドメインの
名前。
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DomainEndpointOptions

フィールド

データ型

説明

ClusterConfig

ClusterConfig (p. 506)

OpenSearch Service ドメインのクラス
ター設定のコンテナ。

EBSOptions

EBSOptions (p. 514)

OpenSearch Service ドメインの EBS ベー
スのストレージを有効にするために必要
な、パラメータのコンテナ。

AccessPolicies

文字列

新しい OpenSearch Service ドメインの
アクセスポリシーを指定する IAM ポリ
シードキュメント。詳細については、
「the section called “アクセスポリシーの
設定” (p. 21)」を参照してください。

DomainEndpointOptions DomainEndpointOptions (p. ドメインエンドポイントの追加オプション
508)
(すべてのトラフィックで HTTPS を必須
にするかどうかなど)。
SnapshotOptions

SnapshotOptions (p. 519)

DEPRECATED. ドメインインデックスの
自動スナップショットを設定するために必
要なパラメータのコンテナ。

VPCOptions

VPCOptions (p. 521)

VPC で動作するように OpenSearch
Service を設定するために必要な値のコン
テナ。

LogPublishingOptions

スローログの発行を設定するためのキーと
LogPublishingOptions (p. 515)
値の文字列のペア。

AdvancedOptions

the section called
“AdvancedOptions” (p. 502)

詳細な設定オプションを指定するための
キーと値のペア。

CognitoOptions

CognitoOptions (p. 507)

OpenSearch Dashboards の Amazon
Cognito 認証を使用するように
OpenSearch Service を設定するキーと値
のペア。

NodeToNodeEncryptionOptions
NodeToNodeEncryptionOptions
ノード間の暗号化を有効にするには
(p. 516)
true
を指定します。

DomainEndpointOptions
フィールド

データ型

説明

EnforceHTTPS

ブール値

ドメインへのすべてのトラフィックが
HTTPS 経由で到着することを要求する場
合は true。

TLSSecurityPolicy

文字列

ドメインへのトラフィックに必要な最小
TLS バージョン。有効な値は TLS 1.0 (デ
フォルト) または 1.2 です。
• Policy-Min-TLS-1-0-2019-07
• Policy-Min-TLS-1-2-2019-07
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DomainID

フィールド

データ型

説明

CustomEndpointEnabled ブール値

ドメインのカスタムエンドポイントを有効
にするかどうか。

文字列

CustomEndpoint

カスタムエンドポイントの完全修飾
URL。

文字列
CustomEndpointCertificateArn

ACM で管理されるセキュリティ証明書の
ARN。

DomainID
データ型

説明

文字列

OpenSearch Service ドメインの一意の識別子。

DomainName
OpenSearch Service ドメインの名前。
データ型

説明

文字列

OpenSearch Service ドメインの名前。ドメイン名は、AWS リージョン 内
の同じアカウントによって所有されるドメイン間でただ一つです。ドメイ
ン名は小文字で始まり、3~28 文字で構成される必要があります。有効な
文字は、a ～ z (小文字のみ)、0 ～ 9、– (ハイフン) です。

DomainNameList
OpenSearch Service ドメイン名の文字列。
データ型

説明

文字列配列

次の形式の OpenSearch Service ドメインの配列:
["<Domain_Name>","<Domain_Name>"...]

DomainPackageDetails
ドメインに関連付けられているパッケージに関する情報。
フィールド

データ型

説明

DomainName

文字列

パッケージを関連付けたドメインの名前。

DomainPackageStatus 文字列

関連付けの状態。値
は、ASSOCIATING、ASSOCIATION_FAILED、ACTIVE、DISSOCIATIN
および DISSOCIATION_FAILED です。
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DomainConfig

フィールド

データ型

説明

ErrorDetails

文字列

パッケージがエラー状態にある場合の追加情報。それ以
外の場合は Null です。

LastUpdated

タイムスタンプ

関連付けのステータスに対する最新の更新のタイムスタ
ンプ。

PackageID

文字列

パッケージの内部 ID。

PackageName

文字列

ユーザーが指定したパッケージの名前。

PackageType

文字列

現在のところ、TXT-DICTIONARY のみサポートされま
す。

ReferencePath

文字列

OpenSearch Service クラスターノードのパッケージの場
所を示します。辞書ファイルの synonym_path と同じで
す。

DomainConfig
OpenSearch Service ドメイン設定のコンテナ。
フィールド

データ型

説明

EngineVersion

文字列

OpenSearch または Elasticsear
バージョン

ClusterConfig

ClusterConfig (p. 506)

OpenSearch Service ドメイン
のクラスター設定のコンテナ。

EBSOptions

EBSOptions (p. 514)

OpenSearch Service ドメイン
用に設定された EBS オプショ
ンのコンテナ。

AccessPolicies

文字列

OpenSearch Service ドメイン
のアクセスポリシーを指定し
ます。詳細については、「the
section called “アクセスポリ
シーの設定” (p. 21)」を参照し
てください。

SnapshotOptions

SnapshotOptions (p. 519)

DEPRECATED. ドメインイン
デックスの自動スナップショッ
トを設定するために必要なパラ
メータのコンテナ。

DomainEndpointOptions

ドメインエンドポイントの追
DomainEndpointOptions (p. 508)
加オプション (すべてのトラ
フィックで HTTPS を必須にす
るかどうかなど)。

VPCOptions

VPCDerivedInfo (p. 520)
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DomainStatus

フィールド

データ型

説明

LogPublishingOptions

スローログの発行を設定するた
LogPublishingOptions (p. 515)
めのキーと値のペア。

AdvancedOptions

AdvancedOptions (p. 502)

EncryptionAtRestOptions

保管時に暗号化するためのキー
EncryptionAtRestOptions (p.
514)
と値のペア。

NodeToNodeEncryptionOptions

ノード間の暗号化が有効か無効
NodeToNodeEncryptionOptions
(p. 516)
か。

ChangeProgressDetails

設定変更の進行状況に関する情
ChangeProgressDetails (p. 505)
報のためのコンテナ。

詳細な設定オプションを指定す
るためのキーと値のペア。

DomainStatus
DomainStatus データ構造のコンテンツのコンテナ。
フィールド

データ型

説明

DomainID

DomainID (p. 509)

OpenSearch Service ドメインの
一意の識別子。

DomainName

DomainName (p. 509)

OpenSearch Service ドメインの
名前。ドメイン名は、AWS リー
ジョン 内の同じアカウントに
よって所有されるドメイン間で
ただ一つです。ドメイン名は小
文字で始まり、3~28 文字で構成
される必要があります。有効な
文字は、a ～ z (小文字のみ)、0
～ 9、– (ハイフン) です。

ARN

ARN (p. 504)

OpenSearch Service ドメイ
ンの Amazon リソースネーム
(ARN)。詳細については、AWS
Identity and Access Management
ユーザーガイドの「IAM ID」を
参照してください。

Created

ブール値

OpenSearch Service ドメインの
作成のステータス。ドメイン作
成が完了している場合、True。
ドメイン作成が進行中の場
合、False。

Deleted

ブール値

OpenSearch Service ドメインの
削除のステータス。ドメイン削
除が完了している場合、True。
ドメイン削除が進行中の場
合、False。

Endpoint

ServiceUrl (p. 519)

インデックス、検索、データ
アップロードのリクエストを
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DomainStatus

フィールド

データ型

説明
OpenSearch Service ドメインに
送信するために使用されるドメ
イン固有のエンドポイント。

Endpoints

EndpointsMap (p. 514)

OpenSearch Service ドメイン
が VPC エンドポイントを使用す
る場合に存在するキーと値のペ
ア。

Processing

ブール値

OpenSearch Service ドメインの
設定変更のステータス。サービ
スが、まだ設定変更を処理して
いる場合、True。設定変更がア
クティブである場合、False。
ドメインのステータスがアク
ティブになるのを待ってから、
インデックス、検索、データ
アップロードのリクエストを送
信する必要があります。

EngineVersion

文字列

OpenSearch または Elasticsear
バージョン

ClusterConfig

ClusterConfig (p. 506)

OpenSearch Service ドメインの
クラスター設定のコンテナ。

EBSOptions

EBSOptions (p. 514)

OpenSearch Service ドメインの
EBS ベースのストレージを有効
にするために必要な、パラメー
タのコンテナ。

AccessPolicies

文字列

新しい OpenSearch Service ド
メインのアクセスポリシーを指
定する IAM ポリシードキュメ
ント。詳細については、「the
section called “アクセスポリシー
の設定” (p. 21)」を参照してくだ
さい。

SnapshotOptions

SnapshotOptions (p. 519)

DEPRECATED. 毎日実行され
る、OpenSearch Service ドメイ
ンのインデックスの自動スナッ
プショットの時刻を設定するた
めに必要なパラメータのコンテ
ナ。

VPCOptions

VPCDerivedInfo (p. 521)

ドメインの
VPCOptions (p. 521) に基づい
て OpenSearch Service が取得す
る情報。

LogPublishingOptions

LogPublishingOptions (p. 515)スローログの発行を設定するた
めのキーと値のペア。

AdvancedOptions

AdvancedOptions (p. 502)
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DomainStatusList

フィールド

データ型

説明

EncryptionAtRestOptions

保管時に暗号化するためのキー
EncryptionAtRestOptions (p. 514)
と値のペア。

CognitoOptions

CognitoOptions (p. 507)

OpenSearch Dashboards の
Amazon Cognito 認証を使用する
ように OpenSearch Service を設
定するキーと値のペア。

ノード間の暗号化が有効か無効
NodeToNodeEncryptionOptionsNodeToNodeEncryptionOptions
(p. 516)
か。
UpgradeProcessing

ブール値

新しい OpenSearch または
Elasticsearch バージョンへの
アップグレードが進行中の場合
は True。

ServiceSoftwareOptions

the section called
ドメインのサービスソフトウェ
“ServiceSoftwareOptions” (p. 518) アのステータス。

DomainStatusList
指定された各 OpenSearch Service ドメインのステータスを格納するリスト。
フィールド

データ型

説明

DomainStatusList

DomainStatus (p. 511)

指定された各 OpenSearch
Service ドメインのステータス
を格納するリスト。

DryRunResults
ドメイン更新リクエストで実行されたドライランの結果。
フィールド

データ型

説明

DeploymentType

文字列

the section called
“UpdateDomainConfig” (p. 497)
オペレーションで実行され
たドライランの結果。更新に
よって発生するデプロイのタ
イプの説明。4 つの値のいず
れかです。
• Blue/Green
• DynamicUpdate
• 未定
• なし

Message

文字列
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EBSOptions

EBSOptions
OpenSearch Service ドメインの EBS ベースのストレージを有効にするために必要な、パラメータのコン
テナ。
フィールド

データ型

説明

EBSEnabled

ブール値

EBS ボリュームを OpenSearch Service ドメインの
データノードにアタッチするかどうかを表します。

VolumeType

文字列

データノードにアタッチされた EBS ボリュームのタイ
プを指定します。オプションには、gp3、gp2、io1、
および standard (マグネティック) があります。

VolumeSize

文字列

データノードにアタッチされた EBS ボリュームのサイ
ズ (GiB) を指定します。

Iops

文字列

データノードにアタッチされた EBS ボリュームの
ベースライン入出力 (I/O) パフォーマンスを指定しま
す。gp3 およびプロビジョンド IOPS EBS ボリューム
タイプに対してのみ適用できます。

Throughput

文字列

データノードにアタッチされた EBS ボリュームのス
ループット (MiB/秒) を指定します。gp3 ボリュームタ
イプにのみ適用されます。

EncryptionAtRestOptions
ドメインで保管時のデータを暗号化するかどうかと、暗号化する場合は使用する AWS Key Management
Service (KMS) キーを指定します。新しいドメインの作成にのみ使用でき、既存のドメインの更新には使
用できません。詳細については、「the section called “保管中のデータの暗号化の有効化” (p. 131)」を参照
してください。
フィールド

データ型

説明

Enabled

ブール値

保管時に暗号化するには
true を指定します。

KmsKeyId

文字列

KMS キー ID。形式は
1a2a3a4-1a2a-3a4a-5a6a-1a2a3a4a5a6
です。

EndpointsMap
VPC エンドポイントを含むキー値ペア。OpenSearch Service ドメインが VPC 内にある場合にのみ存在し
ます。
フィールド

データ型

説明

Endpoints

キー値文字列の
ドメインの VPC エンドポイント。
ペア: "vpc":
"<VPC_ENDPOINT>"
API バージョン 2015-01-01
514

Amazon OpenSearch Service デベロッパーガイド
フィルター

フィルター
the section called “DescribePackages” (p. 482) レスポンスに含まれるパッケージをフィルタリングしま
す。
フィールド

データ型

説明

Name

文字列

the section called “PackageDetails” (p. 517) の任
意のフィールド。

Value

リスト

指定されたフィールドの値のリスト。

LogPublishingOptions
OpenSearch Service ドメインが OpenSearch アプリケーションとスローログを Amazon CloudWatch に発
行するかどうかを指定します。さらに、OpenSearch REST API を使用してスローログのコレクションを
有効にする必要があります。詳細については、「the section called “スローログの OpenSearch ログしきい
値を設定する” (p. 100)」を参照してください。
フィールド

データ型

説明

INDEX_SLOW_LOGS

Key-value

CloudWatch ロググループや、そのロググ
ループに OpenSearch インデックススロー
ログを発行するかどうかを定義するキーと
値のペア。
"CloudWatchLogsLogGroupArn":"arn:aws:logs:useast-1:264071961897:log-group:sampledomain",
"Enabled":true

SEARCH_SLOW_LOGS

Key-value

CloudWatch ロググループや、そのロググ
ループに OpenSearch 検索スローログを
発行するかどうかを定義するキーと値のペ
ア。
"CloudWatchLogsLogGroupArn":"arn:aws:logs:useast-1:264071961897:log-group:sampledomain",
"Enabled":true

ES_APPLICATION_LOGS

Key-value

CloudWatch ロググループや、そのロググ
ループに OpenSearch エラーログを発行す
るかどうかを定義するキーと値のペア。
"CloudWatchLogsLogGroupArn":"arn:aws:logs:useast-1:264071961897:log-group:sampledomain",
"Enabled":true
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MasterUserOptions

MasterUserOptions
フィールド

データ型

説明

MasterUserARN

文字列

マスターユーザーの
ARN。the section called
“AdvancedSecurityOptions” (p. 504)
で
InternalUserDatabaseEnabled
が false である場合にのみ指
定します。

MasterUserName

文字列

マスターユーザーのユー
ザー名。the section called
“AdvancedSecurityOptions” (p. 504)
で
InternalUserDatabaseEnabled
が true である場合にのみ指
定します。

MasterUserPassword

文字列

マスターユーザーのパス
ワード。the section called
“AdvancedSecurityOptions” (p. 504)
で
InternalUserDatabaseEnabled
が true である場合にのみ指
定します。

NodeToNodeEncryptionOptions
ノード間の暗号化を有効または無効にします。
フィールド

データ型

説明

Enabled

ブール値

true で有効化します。

OptionState
OpenSearch Service ドメインのアドバンストオプションの更新の状態。
フィールド

データ型

説明

OptionStatus

文字列

3 つの有効な値のうちの 1 つ:
• RequiresIndexDocuments
• Processing
• [Active] (アクティブ)
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OptionStatus

OptionStatus
OpenSearch Service ドメイン用設定オプションの更新のステータス。
フィールド

データ型

説明

CreationDate

タイムスタンプ

OpenSearch Service ドメインが作成された
日時。

UpdateDate

タイムスタンプ

OpenSearch Service ドメインが更新された
日時。

UpdateVersion

整数

エンティティの最新バージョンを指定する
整数

State

OptionState (p. 516)

OpenSearch Service ドメイン用設定オプ
ションの更新の状態。

PendingDeletion

ブール値

OpenSearch Service ドメインとそのリソー
スすべてを完全に削除するリクエストを、
サービスが処理しているかどうかを表しま
す。

PackageDetails
パッケージに関する基本情報。
フィールド

データ型

説明

CreatedAt

タイムスタンプ

パッケージの作成時間。

ErrorDetails

文字列

パッケージがエラー状態にある場合の追加
情報。それ以外の場合は Null です。

PackageDescription

文字列

ユーザーが指定したパッケージの説明。

PackageID

文字列

パッケージの内部 ID。

PackageName

文字列

ユーザーが指定したパッケージの名前。

PackageStatus

文字列

値
は、COPYING、COPY_FAILED、AVAILABLE、DELETING、
です。

PackageType

文字列

現在のところ、TXT-DICTIONARY のみサ
ポートされます。

PackageSource
OpenSearch Service に追加するパッケージのバケットとキー。
フィールド

データ型

説明

S3BucketName

文字列

パッケージを含むバケットの名前。
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SAMLOptions

フィールド

データ型

説明

S3Key

文字列

パッケージのキー (ファイル名)。

SAMLOptions
フィールド

データ型

説明

Enabled

ブール値

OpenSearch ダッシュボードの SAML 認証を有効にす
るかどうか。

MasterUserName

文字列

SAML IdP からのこのユーザーネームは、新しいマス
ターユーザー (p. 165)と同等の、クラスターに対する完
全な許可を受け取ります。

MasterBackendRole

文字列

SAML IdP からのこのバックエンドロールは、新しい
マスターユーザー (p. 165)と同等の、クラスターに対す
る完全な許可を受け取ります。

Idp

オブジェクト

ID プロバイダーからの情報のコンテナ。次の 2 つの要
素が含まれます。
"Idp": {
"EntityId": "entity-id",
"MetadataContent": "metadata-content-withquotes-escaped"
}

RolesKey

文字列

バックエンドロールに使用する SAML アサーションの
要素。デフォルトは roles です。

SubjectKey

文字列

ユーザーネームに使用する SAML アサーションの要
素。デフォルトは NameID です。

SessionTimeoutMinutes

整数

ユーザーがログインしてからセッションまでの時間 (分
単位)。デフォルトは 60 です。最大値は 1,440 (24 時
間) です。

ServiceSoftwareOptions
最新のサービスソフトウェアに対するドメインの状態を表すコンテナ。
フィールド

データ型

説明

UpdateAvailable

ブール値

ドメインでサービスソフトウェア更新が利
用可能かどうか。

Cancellable

ブール値

ドメインの更新をリクエストしている場合
は、更新をキャンセルできるかどうか。

AutomatedUpdateDate

タイムスタンプ

必要な更新のためにデプロイのウィンドウ
が閉じるエポック時刻。この時間を過ぎる
と、OpenSearch Service は自動的にソフト
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ServiceURL

フィールド

データ型

説明
ウェアアップグレードのスケジュールを設
定します。

UpdateStatus

文字列

更新のステータス。値
は、ELIGIBLE、PENDING_UPDATE、IN_PROGRESS、COM
および NOT_ELIGIBLE です。

Description

文字列

ステータスに関する詳細な説明。

CurrentVersion

文字列

現在のサービスソフトウェアバージョン。

NewVersion

文字列

最新のサービスソフトウェアバージョン。

OptionalDeployment

ブール値

サービスソフトウェアの更新がオプション
であるかどうかを示します。

ServiceURL
インデックス、検索、データアップロードのリクエストを OpenSearch Service ドメインに送信するため
に使用されるドメイン固有のエンドポイント。
フィールド

データ型

説明

ServiceURL

文字列

インデックス、検索、データアップロードのリクエストを
OpenSearch Service ドメインに送信するために使用されるドメ
イン固有のエンドポイント。

SnapshotOptions
DEPRECATED. 「the section called “インデックススナップショットの作成” (p. 44)」を参照してくださ
い。OpenSearch Service ドメインで、毎日実行されるインデックスの自動スナップショットの時刻を設定
するために必要なパラメータのコンテナ。
フィールド

データ型

説明

AutomatedSnapshotStartHour

整数

DEPRECATED. OpenSearch Service ド
メインでサービスがインデックスの自動
スナップショットを毎日作成する時間。

Tag
フィールド

データ型

説明

Key

TagKey (p. 520)

タグに必要な名前。タグキーは添付される
OpenSearch Service ドメインで一意にする必
要があります。詳細については、「the section
called “ドメインのタグ付け” (p. 66)」を参照して
ください。

API バージョン 2015-01-01
519

Amazon OpenSearch Service デベロッパーガイド
TagKey

フィールド

データ型

説明

Value

TagValue (p. 520)

タグの文字列値 (オプション)。タグ値は null を
指定できます。また、タグセット内で一意であ
る必要はありません。例えば、project/Trinity と
cost-center/Trinity のタグセット内に 1 つのキーと
値のペアを使用できます。

フィールド

データ型

説明

Key

文字列

タグの名前。文字列は 128 文字まで設定できま
す。

TagKey

TagList
フィールド

データ型

説明

Tag

Tag (p. 519)

OpenSearch Service ドメインにアタッチされたリ
ソースタグ。

フィールド

データ型

説明

Value

文字列

TagKey に対し、値を保持します。文字列は 256
文字まで設定できます。

フィールド

データ型

説明

VPCId

文字列

VPC の ID。VPC を作成する場合に Amazon VPC
はこの値を生成します。

SubnetIds

StringList

ドメインの VPC エンドポイントに関連付けら
れるサブネット ID のリスト。詳細については、
「Amazon VPC ユーザーガイド」の「VPC とサ
ブネット」を参照してください。

AvailabilityZones

StringList

VPC サブネットに関連付けられるアベイラ
ビリティーゾーンのリスト。詳細について
は、Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC とサ
ブネットの基本を参照してください。

SecurityGroupIds

StringList

ドメインの VPC エンドポイントに関連付けられ
るセキュリティグループ ID のリスト。詳細につ

TagValue

VPCDerivedInfo
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VPCOptions

フィールド

データ型

説明
いては、Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC
のセキュリティグループ」を参照してください。

VPCOptions
フィールド

データ型

説明

SubnetIds

StringList

ドメインの VPC エンドポイントに関連付けら
れるサブネット ID のリスト。ドメインで複数の
アベイラビリティーゾーンが使用されている場
合は、ゾーンごとに 1 つずつ、2 つのサブネッ
ト ID を提供する必要があります。それ以外の
場合は、1 つのみを指定します。詳細について
は、Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC とサ
ブネット」を参照してください。

SecurityGroupIds

StringList

ドメインの VPC エンドポイントに関連付けられ
るセキュリティグループ ID のリスト。セキュリ
ティグループ ID を提供しない場合、OpenSearch
Service は VPC にデフォルトのセキュリティグ
ループを使用します。詳細については、Amazon
VPC ユーザーガイドの「VPC のセキュリティグ
ループ」を参照してください。

VPCId

文字列

VPC の ID。

ZoneAwarenessConfig
フィールド

データ型

説明

AvailabilityZoneCount 整数

複数のアベイラビリティーゾーン (AZ) を
有効にした場合、このフィールドはドメ
インで使用するゾーンの数です。有効な値
は、2および 3 です。

エラー
OpenSearch Service は次のエラーをスローします。
Exception

説明

BaseException

すべてのサービスエラーにスローされます。エラーの HTTP ス
テータスコードを格納します。

ValidationException

HTTP リクエストに無効な入力が含まれているか、必要な入力が
欠けていると、スローされます。HTTP ステータスコード 400 を
返します。
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エラー

Exception

説明

DisabledOperationException

クライアントがサポート対象外のオペレーションを実行しようと
するとスローされます。HTTP ステータスコード 409 を返しま
す。

InternalException

リクエストの処理中にサービスの内部エラーが発生するとスロー
されます。HTTP ステータスコード 500 を返します。

InvalidTypeException

OpenSearch Service ドメインの、無効、またはサポートされて
いないサブリソースを作成、またはアクセスしようとするとス
ローされます。HTTP ステータスコード 409 を返します。

LimitExceededException

OpenSearch Service ドメインのリソースとサブリソースを、許
可された数以上作成しようとしたり、許可されていないタイプを
作成しようとすると、スローされます。HTTP ステータスコード
409 を返します。

ResourceNotFoundException

存在しないリソースにアクセスしたり、削除すると、スローされ
ます。HTTP ステータスコード 400 を返します。

クライアントが、OpenSearch Service ドメイン内にすでに存在
ResourceAlreadyExistsException
するリソースを作成しようとすると、スローされます。HTTP ス
テータスコード 400 を返します。
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Amazon OpenSearch Service のド
キュメント履歴
このトピックでは、Amazon OpenSearch Service の重要な変更点を説明します。サービスソフトウェアの
更新により、新機能、セキュリティパッチ、バグ修正、その他の機能強化のサポートが追加されます。新
機能を使用するには、ドメインでのサービスソフトウェアの更新が必要になる場合があります。詳細につ
いては、「the section called “サービスソフトウェア更新” (p. 29)」を参照してください。
サービス機能は、サービスが利用可能な AWS リージョン に段階的に展開されます。このドキュメント
は、最初のリリースのためにのみ更新されています。リージョンの可用性に関する情報を提供したり、そ
の後のリージョンのロールアウトを発表したりすることはありません。サービス機能のリージョンの可用
性に関する情報、および更新に関する通知をサブスクライブする方法については、「AWS の最新情報」を
参照してください。

この履歴に関連する日付:
• 現在の製品バージョン —2021 年 1 月 1 日
• 最新の製品リリース日— 2022 年 10 月 3 日
• ドキュメントの最終更新日— 2022 年 10 月 3 日
更新に関する通知については、RSS フィードにサブスクライブできます。

Note
パッチリリース: 末尾が「-P」と数字のサービスソフトウェアバージョン (例: R20211203-P4) が
パッチリリースです。パッチには、パフォーマンスの改善、マイナーなバグ修正、セキュリティ
修正または体制の改善が含まれる可能性があります。パッチには新機能や重大な変更は含まれな
いため、一般的にユーザーやドキュメントに直接的な影響はありません。そのため、各パッチの
詳細はこのドキュメントの履歴に含まれていません。
変更

説明

バグ修正とパフォーマンス向
上 (p. 523)

サービスソフトウェア
2022 年 10 月 3 日
R20220928には、バグの修正と
SAMLロギングの改善を含むパ
フォーマンスの向上が含まれてい
ます。また、この更新により、デ
フォルトのテナントが Private
から Global に変更されます。

API リファレンスの改善

Amazon OpenSearch Service
2022 年 9 月 13 日
は、改善された包括的な設定 API
リファレンスを提供します。新し
いリファレンスには、使用可能な
すべてのアクションとデータタイ
プ、サンプルリクエストとレスポ
ンスの構文、サポートされている
すべての言語の対応する SDK リ
ファレンスへのリンクが含まれて
います。

ブルー/グリーン検証

Amazon OpenSearch Service
は、ブルー/グリーンデプロイの
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前に検証チェックを実行し、ドメ
インが更新の要件を満たしていな
い場合は検証エラーを表示するよ
うになりました。
OpenSearch 1.3 のサポート

Amazon OpenSearch Service で 2022 年 7 月 27 日
OpenSearch バージョン 1.3 がサ
ポートされるようになりました。
詳細については、「1.3 リリース
ノート」を参照してください。

ML Commons プラグインのサ
ポート

Amazon OpenSearch Service
2022 年 7 月 27 日
は、トランスポートおよび REST
API コールを通じて一連の一般的
な機械学習アルゴリズムを提供す
る ML Commons プラグインのサ
ポートを追加します。また、PPL
コマンドを通じて ML Commons
プラグインを操作することもでき
ます。

gp3 ボリュームのサポート

Amazon OpenSearch Service
2022 年 7 月 26 日
は、gp3 EBS 汎用 SSD ボリュー
ムタイプのサポートを追加しま
す。ドメインを作成または変更す
るときに、プロビジョンド IOPS
とスループットをさらに指定でき
ます。

強化されたベストプラクティス
に関するドキュメント

Amazon OpenSearch Service
2022 年 7 月 6 日
ドキュメントは、OpenSearch
Service ドメインを作成および運
用するための改善された運用上の
ベストプラクティスと一般的な推
奨事項を提供します。

Service Quotas との統合

Service Quotas コンソール
2022 年 6 月 29 日
から、Amazon OpenSearch
Service の割り当てを表示し、割
り当ての増加をリクエストできる
ようになりました。

OpenSearch API のタグベースの
アクセス制御

タグを使用して、OpenSearch
2022 年 6 月 16 日
API へのアクセスを制御できるよ
うになりました。以前は、タグを
使用して設定 API へのアクセス
を制御することしかできませんで
した。

リージョン間のクロスクラス
ター検索 (p. 523)

両方のドメインが Elasticsearch
2022 年 6 月 14 日
バージョン 7.10 以降、または任
意のバージョンの OpenSearch
を実行している限り、AWS リー
ジョン 全体でクロスクラスター
検索がサポートされるようになり
ました。
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単一の Kibana 5.6 のサポート

Amazon OpenSearch
Service は、単一の Kibana
5.6.16 のサポートを追加
します。単一の Kibana
5.6.16 では、Elasticsearch
5.1、5.3、5.5、および 5.6 に接
続しながら、フロントエンドと
して Kibana 5.6 を使用できま
す。単一の Kibana 5.6 を使用す
るには、サービスソフトウェア
R20220323 以降が必要です。

R20220323-P1 (p. 523)

Amazon OpenSearch Service は 2022 年 4 月 4 日
最近、サービスソフトウェアの
更新プログラム R20220323 をリ
リースしましたが、その後、問題
のために更新がロールバックされ
ました。ドメインをパッチリリー
ス R20220323-P1 以降に更新す
ることをお勧めします。これによ
り、問題が解決されます。

OpenSearch 1.2 のサポート

Amazon OpenSearch Service で 2022 年 4 月 4 日
OpenSearch バージョン 1.2 がサ
ポートされるようになりました。
詳細については、「1.2 リリース
ノート」を参照してください。

可観測性

Amazon OpenSearch Service の 2022 年 4 月 4 日
OpenSearch ダッシュボードのデ
フォルトインストールには、デー
タを参照およびクエリするため
にパイプ処理言語 (PPL) を使用
してデータ駆動型イベントを可
視化できる可観測性プラグイン
が含まれています。プラグインに
は、OpenSearch 1.2 以降とサー
ビスソフトウェア R20220323 以
降が必要です。

Kibana 7.7.1 のサポート

Elasticsearch 7.7 を実行してい
2022 年 4 月 4 日
る Amazon OpenSearch Service
ドメインが Kibana 7.7 の最新
のパッチリリースをサポート
するようになりました。これに
より、バグ修正が追加され、セ
キュリティが向上します。7.7 ド
メインをサービスソフトウェア
R20220323 以降に更新すると、
これらのドメイは、OpenSearch
Service によってこのパッチリ
リースに自動的にアップグレード
されます。
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JVM メモリプレッシャーメトリ
クスの変更

Amazon OpenSearch Service
2022 年 4 月 4 日
では、メモリ使用率の反映
精度を向上させることを目
的に JVMMemoryPressure
CloudWatch メトリクスのロジッ
クが変更されました。以前は、
メトリクスでは JVM ヒープの旧
世代のメモリプールのみが考慮
されていました。この変更によ
り、メトリクスでは新しい世代
のメモリープールも考慮されま
す。ドメインをサービスソフト
ウェア R20220323 に更新する
と、JVMMemoryPressure、MasterJVMMemoryPressure、
および
WarmJVMMemoryPressure メト
リクスで増加がみられることがあ
ります。

IK (中国語) 分析プラグインを使
用したカスタム辞書

Amazon OpenSearch Service で 2022 年 4 月 4 日
IK (中国語) 分析プラグインでの
カスタム辞書の使用がサポートさ
れるようになりました。

既存のドメインでのクラスター
間レプリケーション (p. 523)

Amazon OpenSearch Service
2022 年 4 月 4 日
は、2020 年 6 月 3 日以降に作成
されたドメインにのみクラスター
間検索およびクラスター間レプ
リケーションを実装できるとい
う制限を削除しました。いつ作成
されたかに関係なく、これらの機
能をすべてのドメインで有効化で
きるようになりました。両方のド
メインがサービスソフトウェア
R20220323 以降である必要があ
ります。

Blue/Green デプロイの可視性

Amazon OpenSearch Service
2022 年 1 月 27 日
は、Blue/Green デプロイの進行
状況をより可視化するようにな
りました。これらの詳細は、コン
ソールまたは Configuration API
を使用してモニタリングできま
す。

既存のドメインでのきめ細かな
アクセスコントロール

きめ細かなアクセスコントロール 2022 年 1 月 6 日
を既存のドメインに対して有効に
できるようになりました。Open/
IP ベースのアクセスポリシーの
一時的な移行期間を有効にして、
ロールの作成とマッピング中に
ユーザーが引き続きドメインにア
クセスできるようにすることがで
きます。きめ細かなアクセスコン
トロールを既存のドメインで有効
にするには、サービスソフトウェ
ア R20211203 以降が必要です。
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OpenSearch Dashboards のロー
ル名変更

サービスソフト
2022 年 1 月 4 日
ウェア R20211203
で、kibana_user ロールが
opensearch_dashboards_user
に、kibana_read_only が
opensearch_dashboards_read_only
に名称変更されました。この変更
は、新しく作成されるすべての
OpenSearch 1.x ドメインに適用
されます。サービスソフトウェア
R20211203 にアップグレードす
る既存の OpenSearch ドメイン
の場合、ロールは同じままです。

OpenSearch 1.1 のサポート

Amazon OpenSearch Service で 2022 年 1 月 4 日
OpenSearch バージョン 1.1 がサ
ポートされるようになりました。
詳細については、「1.1 リリース
ノート」を参照してください。

ISM ビジュアルエディタ

Amazon OpenSearch Service 用 2022 年 1 月 4 日
OpenSearch Dashboards のデ
フォルトインストールで、ISM
ポリシーのビジュアルエディタ
がサポートされるようになりま
した。この機能には OpenSearch
1.1 以降が必要です。

サービス間の混乱した代理防止
の更新

Amazon OpenSearch Service
2022 年 1 月 4 日
はIAM リソースポリシー
で aws:SourceArn および
aws:SourceAccount のグロー
バル条件コンテキストキーを使用
して、混乱した代理の問題を防止
します。これらの条件キーを使用
するには、サービスソフトウェア
R20211203 以降にある必要があ
ります。
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Log4j パッチ (p. 523)

サービスソフトウェ
2021 年 12 月 15日
ア R20211203-P2
は、CVE-2021-44228 およ
び CVE-2021-45046 のアド
バイザリーで推奨されている
ように、OpenSearch Service
で使用される Log4j のバー
ジョンを更新します。この
パッチは、OpenSearch と
Elasticsearch のすべてのバー
ジョンを実行しているドメイン
に適用されます。OpenSearch
Service は、引き続きさまざま
な Log4j バージョンを内部的に
更新しますが、これらは必ずし
も最新バージョンの Log4j に限
定されません。ドメインの Log4j
のバージョンは、ドメインが実
行しているソフトウェアのバー
ジョンによって異なります。た
だし、Log4j のバージョンにか
かわらず、R20211203-P2 以降
を実行している限り、ドメイン
には、CVE-2021-44228 および
CVE-2021-45046 に対処するた
めに必要な Log4j の更新が含まれ
ています。

クラスター間レプリケーション

クラスター間レプリケーションを 2021 年 10 月 5 日
使用すると、1 つの OpenSearch
Service ドメインから別のドメイ
ンにインデックス、マッピング、
メタデータをレプリケートできま
す。クラスター間レプリケーショ
ンには、Elasticsearch 7.10 また
は OpenSearch 1.1 以降を実行す
るドメインが必要です。

新しい AWS 管理ポリシー

Amazon OpenSearch Service の 2021 年 9 月 8 日
起動には、新しい AWS マネージ
ドポリシーと古いポリシーの非推
奨が含まれます。

Kibana 6.4.3 のサポート

レガシーの Elasticsearch バー
2021 年 9 月 8 日
ジョン 6.4 を実行している
Amazon OpenSearch Service ド
メインは、Kibana 6.4 の最新の
パッチリリースをサポートする
ようになりました。これにより、
バグ修正が追加され、セキュリ
ティが向上します。OpenSearch
Service は、ドメインをこのパッ
チリリースに自動的にアップグ
レードします。
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Kibana 6.4.3 のサポート

レガシーの Elasticsearch バー
2021 年 9 月 8 日
ジョン 6.4 を実行している
Amazon OpenSearch Service ド
メインは、Kibana 6.4 の最新の
パッチリリースをサポートする
ようになりました。これにより、
バグ修正が追加され、セキュリ
ティが向上します。OpenSearch
Service は、ドメインをこのパッ
チリリースに自動的にアップグ
レードします。

データストリーム

Amazon OpenSearch Service で 2021 年 9 月 8 日
は、Data Streams のサポートを
追加しています。これにより、
時系列データの管理のプロセス
を簡素化します。データストリー
ムを使用するには、ドメインが
OpenSearch 1.0 以降を実行して
いる必要があります。

Amazon OpenSearch Service

AWS で Amazon OpenSearch
2021 年 9 月 8 日
Service が導入されまし
た。Amazon OpenSearch
Service は、OpenSearch とレガ
シーの Elasticsearch OSS をサ
ポートします。クラスターを作
成するときに、どの検索エンジ
ンを使用するかのオプションが
あります。OpenSearch Service
は、ソフトウェアの最終的なオー
プンソースバージョンである
Elasticsearch OSS 7.10 との幅広
い互換性を提供します。

コールドストレージ

コールドストレージは、アクセ
2021 年 5 月 13 日
ス頻度の低いデータまたは履歴
データ用の新しいストレージ階
層です。コールドインデックス
は、S3 ストレージのみを占有
し、コンピューティングはアタッ
チされません。コールドストレー
ジには、Elasticsearch 7.9 以降を
実行しているドメインとサービス
ソフトウェア R20210426 以降が
必要です。
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ARM ベースの Graviton インスタ
ンス

Amazon Elasticsearch
2021 年 5 月 4 日
Service は、ARM ベースの
Graviton インスタンスタイプ
(M6G、C6G、R6G、R6GD) を
サポートするようになりまし
た。Graviton インスタンスタイ
プは、Elasticsearch 7.9 以降を実
行している新規および既存のド
メインおよびサービスソフトウェ
ア R20210331 以降で使用できま
す。

ISM テンプレート

Amazon Elasticsearch Service
2021 年 4 月 27 日
では、ISM テンプレートのサ
ポートを追加しています。こ
れにより、インデックスがポ
リシーで定義されているパター
ンと一致する場合に、ISM ポ
リシーをインデックスに自動的
にアタッチできます。ISM テ
ンプレートには、サービスソフ
トウェア R20210426 以降が必
要です。この更新プログラムで
は、policy_id 設定も非推奨に
しました。つまり、インデックス
テンプレートを使用して、新しく
作成されたインデックスに ISM
ポリシーを適用できなくなりま
す。この更新では、この設定を使
用して既存の CloudFormation テ
ンプレートに重大な変更が加えら
れました。

Elasticsearch 7.10 のサポート

Amazon Elasticsearch Service
2021 年 4 月 21 日
は、Elasticsearch バージョン
7.10 をサポートするようになり
ました。詳細については、7.10
リリースノートを参照してくださ
い。

非同期検索

Amazon Elasticsearch Service
2021 年 4 月 21 日
は、非同期検索をサポートする
ようになりました。これにより、
検索リクエストをバックグラウン
ドで実行できます。非同期検索に
は、Elasticsearch 7.10 以降を実
行しているドメインとサービスソ
フトウェア R20210331 以降が必
要です。

設定 API 向けのタグベースのア
クセスコントロール

AWS タグを使用して、Amazon
ES 設定 API へのアクセスをコン
トロールできるようになりまし
た。
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Auto-Tune

Amazon Elasticsearch Service
2021 年 2 月 24 日
では Auto-Tune を追加してい
ます。これは、クラスターのパ
フォーマンスと使用状況メトリク
スを使用して、ノードの JVM 設
定への変更を提案します。AutoTune には、Elasticsearch 6.7 以
降を実行しているドメインとサー
ビスソフトウェア R20201117 以
降が必要です。

トレース分析

Amazon Elasticsearch Service
2021 年 2 月 17 日
用 Kibana のデフォルトのインス
トールには、トレース分析プラ
グインが含まれるようになりまし
た。これにより、分散アプリケー
ションからのトレースデータをモ
ニタリングできます。プラグイン
には、Elasticsearch 7.9 以降を実
行しているドメインとサービスソ
フトウェア R20210201 以降が必
要です。

シャードのメトリクス

Amazon Elasticsearch Service
2021 年 2 月 17 日
は、シャードステータスを追跡
するための以下の CloudWatch
メトリクスを追加しました:
Shards.active、Shards.unassigned、Shards.delayedUnassignedShard
このメトリクスは、サービスソフ
トウェア R20210201 以降を実行
しているドメインで使用できま
す。

Kibana レポート

Amazon Elasticsearch Service
用 Kibana のデフォルトインス
トールでは、検出、視覚化、
ダッシュボードの各ページのオ
ンデマンドレポートがサポート
されるようになりました。この
機能には、Elasticsearch 7.9 以
降およびサービスソフトウェア
R20210201 以降が必要です。

Kibana 5.6.16 のサポー
ト (p. 523)

Elasticsearch 5.6 を実行している 2021 年 2 月 17 日
Amazon Elasticsearch Service ド
メインは、Kibana 5.6 の最新の
パッチリリースをサポートするよ
うになりました。これにより、バ
グ修正が追加され、セキュリティ
が向上します。Amazon ES は、
ドメインをこのパッチリリースに
自動的にアップグレードします。
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既存のドメインの暗号化

Amazon Elasticsearch Service
2021 年 1 月 27 日
は、Elasticsearch 6.7 を実行して
いる既存のドメインで、保管中の
データの暗号化とノード間の暗号
化の有効化をサポートするように
なりました。これらの設定を有効
にした後、無効にすることはでき
ません。

リモート再インデックス

Amazon Elasticsearch Service
2020 年 11 月 24 日
は、リモート再インデックスをサ
ポートするようになりました。こ
れにより、リモートドメインから
インデックスを移行できます。こ
の機能には、サービスソフトウェ
ア R20201117 以降が必要です。

パイプ処理言語

Amazon Elasticsearch Service
2020 年 11 月 24 日
は、パイプ処理言語 (PPL) をサ
ポートするようになりました。こ
れは、パイプ (|) 構文を使用して
Elasticsearch に保存されている
データのクエリを行うクエリ言語
です。この機能には、サービスソ
フトウェア R20201117 以降が必
要です。詳細については、を参照
してください。

Kibana ノートブック

Amazon Elasticsearch Service
2020 年 11 月 24 日
では、Kibana ノートブックのサ
ポートを追加しています。これ
により、ライブビジュアライゼー
ションとナレーションテキスト
を 1 つのインターフェイスで組
み合わせることができます。この
機能には、サービスソフトウェア
R20201117 以降が必要です。

ガントチャート

Amazon Elasticsearch Service 用 2020 年 11 月 24 日
Kibana のデフォルトインストー
ルでは、新しいビジュアライゼー
ションタイプであるガントチャー
トがサポートされるようになりま
した。この機能には、サービスソ
フトウェア R20201117 以降が必
要です。

Elasticsearch 7.9 のサポート

Amazon Elasticsearch Service
2020 年 11 月 24 日
は、Elasticsearch バージョン 7.9
をサポートするようになりまし
た。詳細については、7.9 リリー
スノートを参照してください。

API バージョン 2015-01-01
532

Amazon OpenSearch Service デベロッパーガイド

異常検出の更新

Amazon Elasticsearch Service の 2020 年 11 月 24 日
異常検出では、高基数のサポー
トを追加しています。これによ
り、IP アドレス、製品 ID、国
コードなどのディメンションを用
いて異常を分類できます。この機
能には、サービスソフトウェア
R20201117 以降が必要です。

動的辞書の更新

Amazon Elasticsearch Service で 2020 年 11 月 17 日
は、インデックスを再作成せず
に検索アナライザーを更新でき
るようになりました。ドメイン
の一部またはすべてのドメインで
辞書ファイルを更新できます。ま
た、Amazon ES がパッケージの
バージョンを長期的に追跡するの
で、変更内容と変更時期の履歴が
得られるようになります。この機
能には、サービスソフトウェア
R20201019 以降が必要です。

カスタムエンドポイント

Amazon Elasticsearch Service
2020 年 11 月 5 日
は、カスタムエンドポイントをサ
ポートするようになりました。こ
れにより、Amazon ES ドメイン
に新しい URL を指定できます。
ドメインを入れ替える場合は、同
じ URL を維持できます。この機
能には、サービスソフトウェア
R20201019 以降が必要です。

新しい言語プラグイン

Amazon Elasticsearch Service
2020 年 10 月 28 日
は、サービスソフトウェア
R20201019 以降を用いて
Elasticsearch 7.7 以降を実行して
いるドメインで IK（中国語）分
析、ベトナム語分析、タイ語分析
プラグインをサポートするように
なりました。

Elasticsearch 7.8 のサポート

Amazon Elasticsearch Service
2020 年 10 月 28 日
は、Elasticsearch バージョン 7.8
をサポートするようになりまし
た。詳細については、7.8 リリー
スノートを参照してください。
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Kibana の SAML 認証

Amazon Elasticsearch Service
2020 年 10 月 27 日
は、Kibana の SAML 認証をサ
ポートするようになりました。
これにより、サードパーティー
の ID プロバイダーを使用して
Kibana へのログイン、詳細なア
クセスコントロールの管理、デー
タの検索、およびビジュアライ
ゼーションの構築を行うことがで
きます。この機能には、サービス
ソフトウェア R20201019 以降が
必要です。

T3 インスタンス

Amazon Elasticsearch
2020 年 9 月 23 日
Service は、t3.small およ
びt3.medium インスタンスタイ
プをサポートするようになりまし
た。

監査ログ

Amazon Elasticsearch Service
2020 年 9 月 16 日
は、データの監査ログをサポー
トするようになりました。これ
により、失敗したログイン試行、
インデックス、ドキュメント、お
よびフィールドへのユーザーアク
セスなどを追跡できます。この機
能には、サービスソフトウェア
R20200910 以降が必要です。

UltraWarm 更新

Amazon Elasticsearch Service の 2020 年 9 月 14 日
UltraWarm は、新しいメトリク
ス、新しい設定、より大きな移
行キュー、およびキャンセル API
を追加しています。これらの更
新には、サービスソフトウェア
R20200910 以降が必要です。詳
細については、「」を参照してく
ださい。

Learning to Rank

Amazon Elasticsearch Service
2020 年 7 月 27 日
は、オープンソースの Learning
to Rank プラグインをサポートす
るようになりました。これによ
り、機械学習テクノロジーを使
用して検索の関連性を改善できま
す。この機能には、サービスソフ
トウェア R20200721 以降が必要
です。

k-NN コサイン類似度

K 最近傍 (k-NN) では、ユーク
2020 年 7 月 23 日
リッド距離に加えて、コサイン類
似度によって「最近隣接」を検索
できるようになりました。この機
能には、サービスソフトウェア
R20200721 以降が必要です。
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gzip 圧縮

Amazon Elasticsearch Service
2020 年 7 月 23 日
は、ほとんどの HTTP レクエス
トとレスポンスの gzip 圧縮をサ
ポートするようになりました。
これにより、レイテンシーを低減
し、帯域幅を節約できます。この
機能には、サービスソフトウェア
R20200721 以降が必要です。

Elasticsearch 7.7 のサポート

Amazon Elasticsearch Service
2020 年 7 月 23 日
は、Elasticsearch バージョン 7.7
をサポートするようになりまし
た。詳細については、7.7 リリー
スノートを参照してください。

Kibana マップサービス

Amazon Elasticsearch Service
での Kibana のデフォルトイン
ストールには、インドおよび
中国リージョンのドメインを除
き、WMS マップサーバーが含ま
れるようになりました。

SQL の改良点

Amazon Elasticsearch Service の 2020 年 6 月 3 日
SQL サポートは、多数の新しい
オペレーション、データ探索専
用の Kibana ユーザーインター
フェイス、および対話型 CLI を
サポートするようになりました。
詳細については、「」を参照して
ください。

クラスター間検索

Amazon Elasticsearch Service で 2020 年 6 月 3 日
は、接続された複数のドメインに
またがってクラスター間クエリと
集計を実行できます。

異常検出

Amazon Elasticsearch Service で 2020 年 6 月 3 日
は、ほぼリアルタイムで異常を自
動的に検出できます。

UltraWarm

Amazon Elasticsearch Service の 2020 年 5 月 5 日
UltraWarm ストレージは、パブ
リックプレビューを完了し、現在
一般利用可能です。この機能は、
より幅広くバージョンと AWS
リージョン をサポートするよう
になりました。詳細については、
「」を参照してください。

カスタム辞書

Amazon Elasticsearch Service で 2020 年 4 月 21 日
は、クラスターで使用するカス
タム辞書ファイルをアップロー
ドできます。これらのファイル
は、特定の高頻度の単語を無視す
るか、同等の単語として扱うよう
に Elasticsearch に指示すること
で、検索結果を改善します。
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Elasticsearch 7.4 のサポート

Amazon Elasticsearch Service
2020 年 3 月 12 日
は、Elasticsearch バージョン 7.4
をサポートするようになりまし
た。詳細については、「 サポー
トされるバージョン」を参照して
ください。

k-NN

Amazon Elasticsearch Service
は、K 最近傍 (k-NN) 検索のサ
ポートを追加しています。k-NN
には、サービスソフトウェア
R20200302 以降が必要です。

インデックスステート管理

Amazon Elasticsearch Service で 2020 年 3 月 3 日
は、インデックスステート管理
(ISM) を追加しています。これに
より、インデックスが一定の期間
に達したときの削除などの日常的
なタスクを自動化できます。この
機能には、サービスソフトウェア
R20200302 以降が必要です。

Elasticsearch 5.6.16 のサポー
ト (p. 523)

Amazon Elasticsearch Service
2020 年 3 月 2 日
は、バージョン 5.6 の最新のパッ
チリリースをサポートするよう
になりました。これにより、バ
グ修正が追加され、セキュリティ
が向上します。Amazon ES は、
既存の 5.6 ドメインをこのリリー
スに自動的にアップグレードし
ます。この Elasticsearch リリー
スでは、バージョンが 5.6.17 と
誤って報告されることに注意して
ください。

きめ細かなアクセスコントロー
ル

Amazon Elasticsearch Service
2020 年 2 月 11 日
は、きめ細かなアクセスコント
ロールをサポートするようになり
ました。これにより、クラスター
に対して、インデックスレベル、
ドキュメントレベル、フィールド
レベルのセキュリティ、Kibana
マルチテナンシー、オプションの
HTTP 基本認証を使用できます。

UltraWarm ストレージ (プレ
ビュー)

Amazon Elasticsearch Service で 2019 年 12 月 3 日
は、UltraWarm を追加していま
す。これは、Amazon S3 を使用
する新しいウォームストレージ階
層であり、パフォーマンスを向上
させるための高度なキャッシュソ
リューションです。アクティブに
書き込みを行っていないインデッ
クスやクエリの頻度が低いイン
デックスについては、UltraWarm
ストレージにより、GiB あたりの
コストが大幅に削減されます。
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中国リージョンの暗号化機
能 (p. 523)

保管中のデータの暗号化および
2019 年 11 月 20 日
ノード間暗号化が、cn-north-1
中国 (北京) リージョンおよび
cn-northwest-1 中国 (寧夏)
リージョンで利用可能になりまし
た。

HTTPS が必要 (p. 523)

Amazon ES ドメインへのすべて 2019 年 10 月 3 日
のトラフィックが HTTPS 経由で
到着することを要求できるように
なりました。ドメインを設定する
ときは、[HTTPS が必要] チェッ
クボックスをオンにします。この
機能には、サービスソフトウェア
R20190808 以降が必要です。

Elasticsearch 7.1 および 6.8 のサ
ポート

Amazon Elasticsearch Service
2019 年 8 月 13 日
は、Elasticsearch バージョン 7.1
および 6.8 をサポートするように
なりました。詳細については、「
サポートされるバージョン」を参
照してください。

毎時スナップショット

1 日ごとのスナップショットに
2019 年 7 月 8 日
対して、Amazon Elasticsearch
Service は、5.3 以降を実行し
ているドメインの毎時スナップ
ショットを撮るようになりまし
た。これにより、データを復元す
るためのバックアップをより頻繁
に行えます。

Elasticsearch 6.7 のサポート

Amazon Elasticsearch Service
2019 年 5 月 29 日
は、Elasticsearch バージョン 6.7
をサポートするようになりまし
た。詳細については、「 サポー
トされるバージョン」を参照して
ください。

SQL のサポート

Amazon Elasticsearch Service
では、SQL を使用してデータ
のクエリを行うことができるよ
うになりました。SQL のサポー
トには、サービスソフトウェア
R20190418 以降が必要です。

5 つのシリーズのインスタンスタ
イプ

Amazon Elasticsearch Service
2019 年 4 月 24 日
は、M5、C5、R5 のインスタン
スタイプをサポートするように
なりました。旧世代のインスタ
ンスタイプと比較して、これらの
新しいタイプは低価格で優れたパ
フォーマンスを提供します。詳細
については、「制限」を参照して
ください。
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Elasticsearch 6.5 のサポート

Amazon Elasticsearch Service
2019 年 4 月 8 日
は、Elasticsearch バージョン 6.5
をサポートするようになりまし
た。

アラート

1 つ以上の Amazon ES インデッ 2019 年 3 月 25 日
クスのデータが特定の条件を満た
すときに、Amazon Elasticsearch
Service のアラートにより通知さ
れます。アラートには、サービス
ソフトウェア R20190221 以降が
必要です。

3 つのアベイラビリティーゾーン
のサポート

Amazon Elasticsearch Service
2019年2月7日
は、多くのリージョンで 3 つの
アベイラビリティーゾーンをサ
ポートするようになりました。こ
のリリースには、効率化されたコ
ンソール機能も含まれています。
このマルチ AZ には、サービスソ
フトウェア R20181023 以降が必
要です。

Elasticsearch 6.4 のサポート

Amazon Elasticsearch Service
2019 年 1 月 23 日
は、Elasticsearch バージョン 6.4
をサポートするようになりまし
た。

200 ノードクラスター

Amazon ES では、ストレージが 2019 年 1 月 22 日
合計 3 PB の最大 200 個のデータ
ノードを持つクラスターを作成で
きるようになりました。

サービスソフトウェア更新

Amazon ES では、ドメインの
2018 年 11 月 20 日
サービスソフトウェアを手動で更
新して、新機能を迅速に利用した
り、トラフィックの少ない時間に
更新したりできるようになりまし
た。詳細については、を参照して
ください。

新しい CloudWatch メトリクス

Amazon ES には、ノードレベル 2018 年 11 月 20 日
のメトリクスが追加され、新しい
[クラスターヘルス] および [イン
スタンスヘルス] タブが Amazon
ES コンソールに追加されまし
た。

中国 (北京) のサポート (p. 523)

Amazon Elasticsearch Service が
cn-north-1 リージョンで使用で
きるようになりました。ここで
は、M4、C4、R4 インスタンス
タイプがサポートされます。
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ノード間の暗号化

Amazon Elasticsearch Service
2018 年 9 月 18 日
は、ノード間の暗号化をサポート
するようになりました。これによ
り、データは暗号化され Amazon
ES がクラスター全体にそれを配
信できます。

インプレースバージョンアップ
グレード

Amazon Elasticsearch Service
2018 年 8 月 14 日
は、インプレースバージョンアッ
プグレードをサポートするように
なりました。

Elasticsearch 6.3 および 5.6 のサ
ポート

Amazon Elasticsearch Service
2018 年 8 月 14 日
は、Elasticsearch バージョン 6.3
および 5.6 をサポートするように
なりました。

エラーログ

Amazon ES では、Elasticsearch
エラーログを Amazon
CloudWatch に公開できるように
なりました。

中国 (寧夏) のリザーブドインス
タンス (p. 523)

Amazon ES は、中国 (寧夏) リー 2018 年 5 月 29 日
ジョンでリザーブドインスタンス
の提供を開始しました。

リザーブドインスタンス

Amazon ES は、リザーブドイン 2018 年 5 月 7 日
スタンスのサポートの提供を開始
しました。

2018 年 7 月 31 日

以前の更新
以下のテーブルは、2018 年 5 月以前の Amazon ES の重要な変更点をまとめたものです。
変更

説明

日付

Kibana の Amazon
Cognito 認証

Amazon ES で、Kibana のログインページの保護が追加され
ました。詳細については、「the section called “OpenSearch
Dashboards の Amazon Cognito 認証” (p. 180)」を参照してく
ださい。

2018 年 4 月
2日

Elasticsearch 6.2 のサ
ポート

Amazon Elasticsearch Service は、Elasticsearch バージョン
6.2 をサポートするようになりました。

2018 年 3 月
14 日

韓国語分析プラグイン Amazon ES は、メモリ最適化バージョンの Seunjeon 韓国語分 2018 年 3 月
析プラグインをサポートするようになりました。
13 日
アクセスコントロール Amazon ES ドメインでのアクセスコントロールポリシーの変
の瞬時の更新
更は、すぐに有効化されるようになりました。

2018 年 3 月
7日

ペタバイトスケール

2017 年 12 月
19 日

Amazon ES は、I3 インスタンスタイプと合計で最大 1.5 PB
のドメインストレージをサポートするようになりました。
詳細については、「the section called “ペタバイトスケー
ル” (p. 366)」を参照してください。
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変更

説明

日付

保管時のデータの暗号 Amazon ES は、保管中のデータの暗号化をサポートするよう
2017 年 12 月
化
になりました。詳細については、「the section called “保管中の 7 日
暗号化” (p. 130)」を参照してください。
Elasticsearch 6.0 のサ
ポート

Amazon ES は、Elasticsearch バージョン 6.0 をサポートする
ようになりました。移行に関する考慮事項と手順については、
「the section called “Amazon OpenSearch Service ドメインの
アップグレード” (p. 54)」を参照してください。

2017 年 12 月
6日

VPC サポート

Amazon ES では、Amazon Virtual Private Cloud 内でドメイン 2017 年 10 月
を起動できるようになりました。VPC サポートはセキュリティ 17 日
に追加のレイヤーを提供し、VPC における Amazon ES とそ
の他のサービス間の通信を簡素化します。詳細については、
「the section called “VPC サポート” (p. 38)」を参照してくださ
い。

スローログの公開

Amazon ES は、CloudWatch Logs へのスローログの公開をサ
ポートするようになりました。詳細については、「the section
called “ログをモニタリングする” (p. 95)」を参照してくださ
い。

2017 年 10 月
16 日

Elasticsearch 5.5 のサ
ポート

Amazon ES は、Elasticsearch バージョン 5.5 をサポートする
ようになりました。

2017 年 9 月
7日

AWS Support に問い合わせることなく自動スナップショットを
復元し、_scripts API を使用してスクリプトを保存できるよ
うになりました。
Elasticsearch 5.3 のサ
ポート

Amazon ES は、Elasticsearch バージョン 5.3 のサポートを追
加しました。

2017 年 6 月
1日

クラスターあたりの
Amazon ES は、クラスターあたり最大 100 個のノードと 150
インスタンスと EBS
TB の EBS 容量をサポートするようになりました。
キャパシティーが増加

2017 年 4 月
5日

カナダ (中部) と欧州
(ロンドン) のサポート

2017 年 3 月
20 日

Amazon ES は、カナダ (中部) ca-central-1 および欧州 (ロンド
ン) eu-west-2 リージョンのサポートを追加しました。

より多くのインスタン Amazon ES は、より多くのインスタンスと拡大した EBS ボ
スと拡大した EBS ボ リュームのサポートを追加しました。
リューム

2017 年 2 月
21 日

Elasticsearch 5.1 のサ
ポート

Amazon ES は、Elasticsearch バージョン 5.1 のサポートを追
加しました。

2017 年 1 月
30 日

Phonetic Analysis プ
ラグインのサポート

Amazon ES には、Phonetic Analysis プラグインとの統合が組
み込まれるようになりました。これにより、データに対して
「同音異義の」クエリ実行が可能になります。

2016 年 12 月
22 日

米国東部 (オハイオ)
のサポート

Amazon ES は、米国東部 (オハイオ) リージョン (us-east-2) の
サポートを追加しました。

2016 年 10 月
17 日

新しいパフォーマンス Amazon ES が新しいパフォーマンスメトリクス
メトリクス
ClusterUsedSpace を追加しました。

2016 年 7 月
29 日

Elasticsearch 2.3 のサ
ポート

2016 年 7 月
27 日

Amazon ES は、Elasticsearch バージョン 2.3 のサポートを追
加しました。
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変更

説明

日付

アジアパシフィック
(ムンバイ) のサポート

Amazon ES は、アジアパシフィック (ムンバイ) ap-south-1
リージョンのサポートを追加しました。

2016 年 6 月
27 日

クラスターあたりのさ Amazon ES は、クラスターごとのインスタンス (インスタンス
らなるインスタンス
数) の最大数を 10 から 20 に増やしました。

2016 年 5 月
18 日

アジアパシフィック
(ソウル) のサポート

Amazon ES は、アジアパシフィック (ソウル) ap-northeast-2
リージョンのサポートを追加しました。

2016 年 1 月
28 日

Amazon ES

初回リリース。

2015 年 10 月
1日
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AWS 用語集
最新の AWS の用語については、AWS 全般のリファレンスの「AWS 用語集」を参照してください。
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