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サポートされるリージョン

Amazon Managed Service for 
Prometheus Managed Service for 
Prometheus は

Amazon Managed Service for Prometheus はコンテナメトリックスを監視することが容易になりま
す。Amazon Managed Service for Prometheus は、コンテナ環境を大規模に監視することが容易になり
ます。Amazon Managed Service for Prometheus では、現在使用しているのと同じオープンソースの 
Prometheus データモデルとクエリ言語を使用して、コンテナ化されたワークロードのパフォーマンスを
監視できます。また、基盤となるインフラストラクチャを管理しなくても、スケーラビリティ、可用性、
セキュリティを向上させることができます。

Amazon Managed Service for Prometheus は、ワークロードのスケールアップとスケールダウンに合わせ
て、運用メトリックスの取り込み、保存、クエリを自動的にスケールします。AWSセキュリティサービス
と統合して、データへの高速かつ安全なアクセスを可能にします。

Amazon Managed Service for Prometheus は、複数のアベイラビリティーゾーン (マルチ AZ) 配置を使用
して可用性を高めるように設計されています。ワークスペースに取り込まれたデータは、同じリージョン
の 3 つのアベイラビリティーゾーンに複製されます。

Prometheus 向けアマゾンマネージドサービスは、Amazon Elastic Kubernetes Service およびセルフマ
ネージド Kubernetes 環境で実行されるコンテナクラスターと連携します。

Amazon マネージドサービス for Prometheus では、Prometheus で使用しているのと同じオープンソース
の Prometheus データモデルと PromQL クエリ言語を使用します。エンジニアリングチームは、PromQL
を使用してメトリクスをフィルタリング、集計、アラームし、コードを変更することなくパフォーマンス
をすばやく可視化できます。Amazon マネージドサービス for Prometheus は、運用コストや複雑さを伴わ
ずに、柔軟なクエリ機能を提供します。

ワークスペースに取り込まれた指標は 150 日間保存され、その後自動的に削除されます。

サポートされるリージョン
Amazon Managed Service for Prometheus は、現在、次のリージョン

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 aps.us-east-2.amazonaws.com

aps-workspaces.us-east-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 aps.us-east-1.amazonaws.com

aps-workspaces.us-east-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 aps.us-west-2.amazonaws.com

aps-workspaces.us-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

1
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料金

リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

aps.ap-southeast-1.amazonaws.com

aps-workspaces.ap-southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

aps.ap-southeast-2.amazonaws.com

aps-workspaces.ap-southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

aps.ap-northeast-1.amazonaws.com

aps-workspaces.ap-northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

aps.eu-central-1.amazonaws.com

aps-workspaces.eu-central-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 aps.eu-west-1.amazonaws.com

aps-workspaces.eu-west-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 aps.eu-west-2.amazonaws.com

aps-workspaces.eu-west-2.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 aps.eu-north-1.amazonaws.com

aps-workspaces.eu-north-1.amazonaws.com

HTTPS

HTTPS

料金
メトリクスの取り込みと保存には料金がかかります。ストレージ料金は、メトリックサンプルとメタデー
タの圧縮サイズに基づいています。詳細については、Amazon Managed Service for Prometheus Managed 
Service for Prometheus Managed Service for Prometheus S

Cost ExplorerAWS とコストおよび使用状況レポートを使用して料金を監視できます。詳細については、
「Cost Explorer を使用してデータを調べる」および「AWSコストおよび使用状況レポートとは」を参照し
てください。

Premium SUport
AWSいずれかのレベルのプレミアムサポートプランに加入している場合、プレミアムサポートは Amazon 
マネージドサービス for Prometheus に適用されます。

2

http://aws.amazon.com/prometheus/pricing
http://aws.amazon.com/prometheus/pricing
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/ce-exploring-data.html
https://docs.aws.amazon.com/cur/latest/userguide/what-is-cur.html


Amazon Managed Service for Prometheus ユーザーガイド
AWS アカウントにサインアップする

セットアップ
() を初めて設定するには、AWSこのセクションのタスクを実行します。AWSアカウントを既にお持ちの場
合は、この手順をスキップして「」」」」」」」」」」」はじめに (p. 5)」

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

トピック
• AWS アカウントにサインアップする (p. 3)
• 管理ユーザーを作成する (p. 3)

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

AWS アカウント にサインアップするには

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

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

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

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

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

AWS アカウントのルートユーザー をセキュリティで保護する

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

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

2. ルートユーザーの多要素認証 (MFA) を有効にします。

手順については、IAM ユーザーガイドの「AWS アカウント のルートユーザーの仮想 MFA デバイスを
有効にする (コンソール)」を参照してください。
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http://portal.aws.amazon.com/billing/signup
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http://aws.amazon.com/
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https://docs.aws.amazon.com/signin/latest/userguide/console-sign-in-tutorials.html#introduction-to-root-user-sign-in-tutorial
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_mfa_enable_virtual.html#enable-virt-mfa-for-root
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_mfa_enable_virtual.html#enable-virt-mfa-for-root
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管理ユーザーを作成する

管理ユーザーを作成する

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

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

管理ユーザーとしてサインインする

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

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

4
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ワークスペースの作成

はじめに
このセクションでは、Amazon Managed Service for Prometheus ワークスペースを作成し、それらのワー
クスペースに Prometheus メトリクスを取り込むように設定し、それらのメトリクスをクエリする方法に
ついて説明します。

トピック
• ワークスペースの作成 (p. 5)
• Prometheus メトリクスをワークスペースに取り込む (p. 6)
• Prometheus メトリクスのクエリ (p. 26)

ワークスペースの作成
ワークスペースは、Prometheus メトリクスの保存とクエリ専用の論理的なスペースです。ワークスペー
スは、更新、一覧表示、説明、削除などの管理や、指標の取り込みとクエリを許可するためのきめ細かな
アクセス制御をサポートしています。アカウントの各リージョンに 1 つ以上の workspace を持つことがで
きます。

ワークスペースを設定するには、次のステップに従います。

を使用してワークスペースを作成するにはAWS CLI

1. 次のコマンドを入力して、ワークスペースを作成します。この例ではmy-first-workspace、とい
う名前のワークスペースを作成しますが、必要な場合は別のエイリアスも使用できます。ワークス
ペースエイリアスは、ワークスペースを識別するのに役立つわかりやすい名前です。一意である必要
はありません。2 つのワークスペースに同じエイリアスを付けることもできますが、すべてのワーク
スペースには一意のワークスペース ID が割り当てられます。この ID は Amazon Managed Service for 
Prometheus によって生成されます。

aws amp create-workspace [ --alias my-first-workspace]

このコマンドから次のデータが返されます。

• workspaceIdはこのワークスペースの固有 ID です。この ID を書き留めておきます。
• arnはこのワークスペースの ARN です。
• statusワークスペースの現在のステータスです。ワークスペースを作成した直後は、おそらくそう

なるでしょうCREATING。
2. create-workspaceコマンドがのステータスを返す場合はCREATING、次のコマンドを入力して、

ワークスペースの準備が整ったかどうかを確認できます。my-workspace-idcreate-workspaceコ
マンドが返した値に置き換えますworkspaceId

aws amp describe-workspace --workspace-id my-workspace-id

describe-workspaceACTIVEコマンドがに戻るとstatus、ワークスペースはすぐに使用できま
す。

コンソールを使用してワークスペースを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/prometheus/ で Amazon Managed Service を開きます。
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2. [ワークスペースエイリアス] に、新しいワークスペースのエイリアスを入力します。

ワークスペースエイリアスは、ワークスペースを識別するのに役立つわかりやすい名前です。一意で
ある必要はありません。2 つのワークスペースに同じエイリアスを付けることもできますが、すべて
のワークスペースには一意のワークスペース ID が割り当てられます。この ID は Amazon Managed 
Service for Prometheus によって生成されます。

3. (オプション) 名前空間にタグを追加するには、[Add new tag] (新しいタグを追加) を選択します。

[Key] (キー) に、タグの名前を入力します。[Value] では、任意でタグに値を追加できます。

(オプション) 別のタグを追加するには、[Add new tag] (新しいタグを追加) を再度選択します。
4. [ワークスペースを作成] を選択します。

ワークスペースの詳細ページが表示されます。これにより、リモート書き込みとクエリの両方につい
て、このワークスペースのステータス、ARN、ワークスペース ID、エンドポイント URL などの情報
が表示されます。

最初は、ステータスはおそらく CREATING です。ステータスが ACTIVE になるまで待ってから、指
標の取り込みの設定に進みます。

[エンドポイント-リモート書き込み URL] と [エンドポイント-クエリ URL] に表示される URL をメモ
しておきます。このワークスペースにメトリクスをリモートで書き込むように Prometheus サーバー
を設定したり、それらのメトリクスをクエリしたりするときに必要になります。

Prometheus メトリクスをワークスペースに取り込
む

このセクションでは、メトリクスをワークスペースに取り込む設定方法について説明します。

メトリクスの取り込みは、Prometheus リモート書き込みを使用して行われます。リモート書き込み
により、リモートストレージ宛先にサンプルを送信できます。リモート書き込み設定の詳細について
は、Prometheus ドキュメントの remote_write を参照してください。

ワークスペースに取り込まれた指標は 150 日間保存され、その後自動的に削除されます。

トピック
• 指標の安全な取り込み (p. 6)
• 取り込み方法とその設定方法 (p. 7)
• Prometheus または Prometheus オペレーターによる高可用性データの送信 (p. 24)
• Prometheus コミュニティの Helm チャートを使用して、高可用性データを Amazon マネージドサービ

ス for Prometheus に送信 (p. 26)

指標の安全な取り込み
Prometheus 用 Amazon マネージドサービスでは、メトリクスの安全な取り込みを支援する方法が提供さ
れています。

Amazon Managed Service for PrometheusAWS PrivateLink
Amazon Managed Service for Prometheus にメトリックスを取り込むネットワークトラフィックは、パブ
リックのインターネットエンドポイントを介して行うことも、VPC エンドポイントを介して行うこともで
きますAWS PrivateLink。を使用するとAWS PrivateLink、VPCAWS からのネットワークトラフィックがパ
ブリックインターネットを経由せずにネットワーク内で保護されます。Prometheus 用 Amazon マネージ
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ドサービスのAWS PrivateLink VPC エンドポイントを作成するには、を参照してくださいインターフェイ
ス VPC エンドポイントと Amazon Managed Service (p. 106)。

認証と認可
AWSIdentity and Access Management (IAM) は、AWSリソースへのアクセスを安全に管理するためのウェ
ブサービスです。IAM により、誰を認証 (サインイン) し、誰にリソースの使用を承認する (アクセス許
可を持たせる) かを制御します。Amazon マネージドサービス for Prometheus は IAM と統合され、デー
タを安全に保つのに役立ちます。Amazon マネージドサービス for Prometheus をセットアップする際に
は、Prometheus サーバーからメトリクスを取り込み、Grafana サーバーが Amazon マネージドサービス
の Prometheus ワークスペースに保存されているメトリクスをクエリできるようにする IAM ロールをいく
つか作成する必要があります。IAM の詳細については、「IAM とは?」を参照してください。

Prometheus 用 Amazon マネージドサービスのセットアップに役立つもう 1AWS つのセキュリティ機能と
して、AWS署名バージョン 4 の署名プロセス (AWSSIGv4) があります。署名バージョン 4 は、HTTP で
送信される AWS リクエストに認証情報を追加するプロセスです。セキュリティ対策として、ほとんどの 
AWS へのリクエストでは、アクセスキーを使用して署名する必要があります。アクセスキーは、アクセス
キー ID とシークレットアクセスキーで構成されます。これらの 2 つのキーは、一般的にセキュリティ認
証情報と呼ばれます。SigV4 の詳細については、「署名バージョン 4 署名バージョン」を参照してくださ
い。

取り込み方法とその設定方法
Amazon マネージドサービス for Prometheus ワークスペースにメトリクスを取り込むには、2 つのオプ
ションがあります。どちらの方法もリモート書き込みを使用します。

• Prometheus サーバーからメトリクスを取り込みます。
• AWSにはディストリビューションを使用してください OpenTelemetry。

Warning

セキュリティ機能を有効にして、Prometheus Scrapeエンドポイントをパブリックインターネッ
トに公開しないようにしてください。
Important

同じメトリックスセットを監視する複数の Prometheus インスタンスを設定し、それらを 1 つの 
Amazon Managed Service for Prometheus ワークスペースに送信して可用性を高める場合は、重
複排除を設定する必要があります。重複排除を設定する手順に従わない場合は、重複したサンプ
ルを含め、Amazon Managed Service for Prometheus に送信されたすべてのデータサンプルに
対して課金されます。重複排除の設定方法については、を参照してくださいPrometheus または 
Prometheus オペレーターによる高可用性データの送信 (p. 24)。

トピック
• クイックスタート:Helm を使用して新しい Prometheus サーバーからの取り込みをセットアップす

る (p. 8)
• EC2 上の Kubernetes にある既存の Prometheus サーバーからのインジェストをセットアップす

る (p. 9)
• Fargate の Kubernetes にある既存の Prometheus サーバーからのインジェストをセットアップす

る (p. 12)
• Amazon Elastic Kubernetes ServiceAWS スクラスターのオープンテレメトリ用ディストリビューショ

ンを使用してメトリックスインジェストをセットアップする  (p. 13)
• AWSオープンテレメトリ用ディストリビューションを使用して Amazon ECS からのメトリックス取

り込みをセットアップする  (p. 18)
• リモート書き込みを使用して Amazon EC2 インスタンスからメトリクスを取り込むを設定す

る (p. 21)
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クイックスタート:Helm を使用して新しい Prometheus サーバー
からの取り込みをセットアップする
このセクションの手順に従うと、Amazon マネージドサービス for Prometheus をすぐに使い始めること
ができます。Amazon EKS クラスターに新しい Prometheus サーバーをセットアップすると、新しいサー
バーはデフォルト設定を使用して Prometheus 用 Amazon マネージドサービスにメトリクスを送信しま
す。この方法には、次の前提条件があります。

• 新しい Prometheus サーバーがメトリックスを収集する Amazon EKS クラスターが必要です。
• Helm CLI 3.0 以降を使用する必要があります
• 以下のセクションの手順を実行するには、Linux または macOS コンピューターを使用する必要がありま

す。

ステップ 1: 新しい Helm チャートリポジトリを追加する

新しい Helm chart リポジトリを追加するには、次のコマンドを入力します。これらのコマンドの詳細につ
いては、「Helm Repo」を参照してください。

helm repo add prometheus-community https://prometheus-community.github.io/helm-charts
helm repo add kube-state-metrics https://kubernetes.github.io/kube-state-metrics
helm repo update

ステップ 2: Prometheus 名前空間を作成する

次のコマンドを入力して、Prometheus サーバーとその他の監視コンポーネント用の Prometheus 名前空間
を作成します。prometheus-namespace を、この名前空間に必要な名前に置き換えてください。

kubectl create namespace prometheus-namespace

ステップ 3: サービスアカウントの IAM ロールをセットアップする

ここで説明しているオンボーディングの方法では、Prometheus サーバーが稼働している Amazon EKS ク
ラスターのサービスアカウントに IAM ロールを使用する必要があります。

サービスアカウントの IAM ロールを使用すると、IAM ロールを Kubernetes サービスアカウントに関連付
けることができます。このサービスアカウントは、そのサービスアカウントを使用するポッドのコンテナ 
AWS にアクセス許可を提供できます。詳細については、「サービスアカウントの IAM ロール」を参照し
てください。

これらのロールをまだ設定していない場合は、Amazon EKS クラスターからメトリックスを取り込むため
のサービスロールを設定する (p. 102)の指示に従ってロールを設定してください。そのセクションの手順
では、を使用する必要がありますeksctl。詳細については、「Amazon Elastic Kubernetes Service の開
始方法-」を参照してくださいeksctl。

Note

EKS を使用していない場合、AWSまたはアクセスキーとシークレットキーだけを使用して 
Amazon マネージドサービス for Prometheus にアクセスする場合、EKS-IAM-ROLEベースの 
SigV4 は使用できません。

ステップ 4: 新しいサーバーをセットアップし、メトリクスの取り込みを開始する

Amazon マネージドサービス for Prometheus ワークスペースにメトリクスを送信する新しい Prometheus 
サーバーをインストールするには、以下の手順に従ってください。
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新しい Prometheus サーバーをインストールして Amazon マネージドサービス for Prometheus 
ワークスペースにメトリクスを送信するには

1. テキストエディタを使用し、my_prometheus_values_yaml次の内容で名前を付けたファイルを作
成します。

• IAM_PROMETHEUS_ROLE_ARN を、で作成した ARNAmazon EKS クラスターからメトリックスを
取り込むためのサービスロールを設定する (p. 102) に置き換えます。amp-iamproxy-ingest-role

• WORKSPACE_ID を Amazon マネージドサービスのPrometheus ワークスペースの ID に置き換えて
ください。

• REGION をお使いの Amazon Managed Services Prometheus ###########。

## The following is a set of default values for prometheus server helm chart which 
 enable remoteWrite to AMP
## For the rest of prometheus helm chart values see: https://github.com/prometheus-
community/helm-charts/blob/main/charts/prometheus/values.yaml
##
serviceAccounts: 
  server: 
    name: amp-iamproxy-ingest-service-account 
    annotations:  
      eks.amazonaws.com/role-arn: ${IAM_PROXY_PROMETHEUS_ROLE_ARN}
server: 
  remoteWrite: 
    - url: https://aps-workspaces.${REGION}.amazonaws.com/workspaces/${WORKSPACE_ID}/
api/v1/remote_write 
      sigv4: 
        region: ${REGION} 
      queue_config: 
        max_samples_per_send: 1000 
        max_shards: 200 
        capacity: 2500

2. 次のコマンドを入力して Prometheus サーバーを作成します。

• お使いの Prometheus prometheus-chart-nameリリース名に置き換えてください。
• ###############Prometheus ネームスペースの名前に置き換えてください。

helm install prometheus-chart-name prometheus-community/prometheus -n prometheus-
namespace \
-f my_prometheus_values_yaml

EC2 上の Kubernetes にある既存の Prometheus サーバーからの
インジェストをセットアップする
プロメテウス用 Amazon マネージドサービスは、Amazon EKS を実行するクラスターと Amazon EC2 で
実行されている自己管理型 Kubernetes クラスター内の Prometheus サーバーからのメトリクスの取り込
みをサポートしています。このセクションの詳細な手順は、Amazon EKS クラスター内の Prometheus 
サーバーを対象としています。Amazon EC2 のセルフマネージド Kubernetes クラスターの手順は同じで
すが、Kubernetes クラスターでサービスアカウントの OIDC プロバイダーと IAM ロールを自分で設定す
る必要がある点が異なります。

このセクションの手順では、Kubernetes パッケージマネージャーとして Helm を使用しています。

トピック
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• ステップ 1: サービスアカウントの IAM ロールをセットアップする (p. 10)
• ステップ 2: Helm を使用して既存の Prometheus サーバーをアップグレードする (p. 10)

ステップ 1: サービスアカウントの IAM ロールをセットアップする

ここで説明しているオンボーディングの方法では、Prometheus サーバーが稼働している Amazon EKS ク
ラスターのサービスアカウントに IAM ロールを使用する必要があります。これらのロールはサービスロー
ルとも呼ばれます。

サービスロールを使用すると、IAM ロールを Kubernetes サービスアカウントに関連付けることができま
す。このサービスアカウントは、そのサービスアカウントを使用するポッドのコンテナ AWS にアクセス
許可を提供できます。詳細については、「サービスアカウントの IAM ロール」を参照してください。

これらのロールをまだ設定していない場合は、Amazon EKS クラスターからメトリックスを取り込むため
のサービスロールを設定する (p. 102)の指示に従ってロールを設定してください。

ステップ 2: Helm を使用して既存の Prometheus サーバーをアップグレードする

このセクションの手順には、リモート書き込みと sigv4 を設定して、Prometheus 向けの Amazon 
Managed Services ワークスペースにリモート書き込みできるように設定および許可するための設定が含ま
れます。

Prometheus バージョン 2.26.0 以降を使用する

バージョン 2.26.0 以降の Prometheus サーバイメージで Helm チャートを使用している場合は、次の手順
に従ってください。

Helm チャートを使用して Prometheus サーバーからのリモート書き込みを設定するには

1. Helm 設定ファイルに新しいリモート書き込みセクションを作成します。

• ${IAM_PROXY_PROMETHEUS_ROLE_ARN}amp-iamproxy-ingest-roleで作成したの ARN に置き換
えますステップ 1: サービスアカウントの IAM ロールをセットアップする (p. 10)。ロール ARN 
の形式はでなければなりませんarn:aws:iam::your account ID:role/amp-iamproxy-
ingest-role。

• Prometheus ワークスペース ID${WORKSPACE_ID} に置き換えます。
• Prometheus ワークスペースの Amazon マネージドサービスのリージョン (つまりus-
west-2)${REGION} に置き換えてください。

## The following is a set of default values for prometheus server helm chart which 
 enable remoteWrite to AMP
## For the rest of prometheus helm chart values see: https://github.com/prometheus-
community/helm-charts/blob/main/charts/prometheus/values.yaml
##
serviceAccounts: 
  server: 
    name: amp-iamproxy-ingest-service-account 
    annotations:  
      eks.amazonaws.com/role-arn: ${IAM_PROXY_PROMETHEUS_ROLE_ARN}
server: 
  remoteWrite: 
    - url: https://aps-workspaces.${REGION}.amazonaws.com/workspaces/${WORKSPACE_ID}/
api/v1/remote_write 
      sigv4: 
        region: ${REGION} 
      queue_config: 
        max_samples_per_send: 1000 
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        max_shards: 200 
        capacity: 2500

2. Helm を使用して既存の Prometheus サーバーの設定を更新してください。

• お使いの Prometheusprometheus-chart-name リリース名に置き換えてください。
• Prometheus サーバーがインストールされている Kubernetesprometheus-namespace ネームス

ペースに置き換えてください。
• Helmmy_prometheus_values_yaml 設定ファイルへのパスに置き換えてください。
• Prometheuscurrent_helm_chart_version サーバーヘルムチャートの最新バージョンに置き換

えてください。helm list コマンドを使用すると、現在のチャートバージョンを確認できます。

helm upgrade prometheus-chart-name prometheus-community/prometheus \ 
   -n prometheus-namespace \ 
   -f my_prometheus_values_yaml \ 
   --version current_helm_chart_version

古いバージョンの Prometheus を使用する

2.26.0 より前のバージョンの Prometheus を使用している場合は、次の手順に従ってください。古いバー
ジョンの PrometheusAWS は署名バージョン 4 の署名プロセス (AWSSIGv4) をネイティブにサポートして
いないため、これらの手順はサイドカーアプローチを採用しています。

これらの手順では、Helm を使用して Prometheus をデプロイしていることを前提としています。

Prometheus サーバーからのリモート書き込みを設定するには

1. Prometheus サーバーで、新しいリモート書き込み設定を作成します。まず、新しい更新ファイルを
作成します。ファイルを呼び出しますamp_ingest_override_values.yaml。

YAML ファイルに次の値を追加します。

serviceAccounts: 
    server: 
        name: "amp-iamproxy-ingest-service-account" 
        annotations: 
            eks.amazonaws.com/role-arn: "${SERVICE_ACCOUNT_IAM_INGEST_ROLE_ARN}"
server: 
    sidecarContainers: 
        - name: aws-sigv4-proxy-sidecar 
          image: public.ecr.aws/aws-observability/aws-sigv4-proxy:1.0 
          args: 
          - --name 
          - aps 
          - --region 
          - ${REGION} 
          - --host 
          - aps-workspaces.${REGION}.amazonaws.com 
          - --port 
          - :8005 
          ports: 
          - name: aws-sigv4-proxy 
            containerPort: 8005 
    statefulSet: 
        enabled: "true" 
    remoteWrite: 
        - url: http://localhost:8005/workspaces/${WORKSPACE_ID}/api/v1/remote_write
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Prometheus ワークスペースの Amazon${REGION} マネージドサービスのリージョンに置き換えてく
ださい。

${SERVICE_ACCOUNT_IAM_INGEST_ROLE_ARN}amp-iamproxy-ingest-roleで作成したの ARN に
置き換えますステップ 1: サービスアカウントの IAM ロールをセットアップする (p. 10)。ロール 
ARN の形式はでなければなりませんarn:aws:iam::your account ID:role/amp-iamproxy-
ingest-role。

自分のワークスペース ID${WORKSPACE_ID} に置き換えてください。
2. Prometheus (Prometheus) チャートをアップグレードします。まず、次のコマンドを入力して、Helm 

チャート名を検索します。このコマンドの出力で、名前に「」prometheus が含まれるグラフを探し
ます。

helm ls --all-namespaces

次に、以下のコマンドを入力します。

helm upgrade --install prometheus-helm-chart-name prometheus-community/prometheus -
n prometheus-namespace -f ./amp_ingest_override_values.yaml

prometheus-helm-chart-name前のコマンドで返された Prometheus ヘルムチャートの名前に置き
換えてください。prometheus-namespace を自分の名前空間の名前に置き換えてください。

Helm チャートのダウンロード

Helm Charts をまだダウンロードしていない場合は、次のコマンドを使用してダウンロードできます。

helm repo add prometheus-community https://prometheus-community.github.io/helm-charts
helm pull prometheus-community/prometheus --untar

Fargate の Kubernetes にある既存の Prometheus サーバーから
のインジェストをセットアップする
Amazon マネージドサービス for Prometheus は、Fargate 上で稼働する自己管理型 Kubernetes ク
ラスター内の Prometheus サーバーからメトリクスを取り込むことをサポートしています。Fargate 
で実行されている Amazon EKS クラスターの Prometheus サーバーからメトリクスを取り込むに
は、amp_ingest_override_values.yaml という名前の設定ファイル内のデフォルト設定を次のようにオー
バーライドします。

nodeExporter: 
    enabled: false

alertmanager: 
    enabled: false

serviceAccounts: 
  server: 
    name: amp-iamproxy-ingest-service-account 
    annotations:  
      eks.amazonaws.com/role-arn: ${IAM_PROXY_PROMETHEUS_ROLE_ARN}

server: 
  persistentVolume: 
    enabled: false 
  remoteWrite: 

12
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    - url: https://aps-workspaces.${REGION}.amazonaws.com/workspaces/${WORKSPACE_ID}/api/
v1/remote_write 
      sigv4: 
        region: ${REGION} 
      queue_config: 
        max_samples_per_send: 1000 
        max_shards: 200 
        capacity: 2500 
         

次のコマンドでオーバーライドを使用して Prometheus をインストールします。

helm install prometheus-for-amp prometheus-community/prometheus \ 
             -n prometheus \ 
             -f amp_ingest_override_values.yaml

Helm chart の設定では、Prometheus サーバーのデプロイを実行しただけでなく、ノードエクスポーター
とアラートマネージャーを無効にしていることに注意してください。

次のテストクエリの例でインストールを確認できます。

$ awscurl --region  --service aps "https://aps-workspaces.region_id.amazonaws.com/
workspaces/workspace_id/api/v1/query?query=prometheus_api_remote_read_queries"
{"status":"success","data":{"resultType":"vector","result":[{"metric":
{"__name__":"prometheus_api_remote_read_queries","instance":"localhost:9090","job":"prometheus"},"value":
[1648461236.419,"0"]}]}}21 
       

Amazon Elastic Kubernetes ServiceAWS スクラスターのオープ
ンテレメトリ用ディストリビューションを使用してメトリックス
インジェストをセットアップする
このセクションでは、Prometheus で計測したアプリケーションからスクレイピングし、Prometheus 
向けの Amazon Managed Service にメトリクスを送信できるように設定する方法について説明しま
す。AWS OpenTelemetryADOT コレクターの詳細については、「AWSDistro for」を参照してください 
OpenTelemetry。

ADOT で Prometheus メトリクスを収集するには、Prometheus レシーバー、Prometheus リモート書き込
みエクスポーター、Sigv4 認証エクステンションの 3 OpenTelemetry つのコンポーネントが必要です。

既存の Prometheus 設定を使用して Prometheus Receiver を設定して、サービス検出とメトリックス
クレイピングを実行できます。Prometheus レシーバーは、Prometheus エクスポジション・フォー
マットでメトリックをスクレイピングします。スクレイピングするアプリケーションやエンドポイ
ントは、Prometheus クライアントライブラリで設定する必要があります。Prometheus Receiver 
は、Prometheus ドキュメントの「設定」で説明されている Prometheus スクレイピングおよび再ラベル付
け設定のフルセットをサポートしています。これらの構成は、ADOT Collector 構成に直接貼り付けること
ができます。

Prometheus リモート書き込みエクスポーターは、remote_writeエンドポイントを使用して、スクレイ
ピングされたメトリックを管理ポータルのワークスペースに送信します。データをエクスポートするHTTP
リクエストは、AWSAWS安全な認証のためのプロトコルであるSigV4とSigv4認証拡張機能で署名されま
す。詳細については、「Signature Version 4 署名プロセス」を参照してください。

コレクターは Amazon EKS 上の Prometheus メトリクスのエンドポイントを自動的に検出し、にある設定
を使用します。 <kubernetes_sd_config>

以下のデモは、Amazon Elastic Kubernetes サービスまたはセルフマネージド Kubernetes を実行している
クラスターでのこの設定の例です。これらの手順を実行するには、AWSAWSデフォルトの認証情報チェー
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ンにあるいずれかのオプションから取得した認証情報が必要です。詳細については、「AWSSDK for Go 
の設定」を参照してください。このデモでは、プロセスの統合テストに使用されるサンプルアプリを使用
しています。サンプルアプリは、Prometheus クライアントライブラリと同様に、/metricsエンドポイン
トでメトリクスを公開します。

前提条件

以下の統合設定手順を開始する前に、サービスアカウントと信頼ポリシーの IAM ロールを設定する必要が
あります。

サービスアカウントと信頼ポリシーの IAM ロールを設定するには

1. の手順に従って、サービスアカウントの IAM ロールを作成しますAmazon EKS クラスターからメト
リックスを取り込むためのサービスロールを設定する (p. 102)。

ADOT Collector は、メトリクスをスクレイピングしてエクスポートするときにこのロールを使用しま
す。

2. 次に、信頼ポリシーを編集します。IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きま
す。

3. 左側のナビゲーションペインで [ロール] を選択し、ステップ 1 amp-iamproxy-ingest-roleで作成した
ロールを探します。

4. [信頼関係] タブを選択し、[信頼関係を編集] を選択します。
5. 信頼関係ポリシーの JSON で、aws-ampadot-colをに置き換えて、[信頼ポリシーの更新] を選択し

ます。生成される信頼ポリシーは、以下のように見えるはずです。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Federated": "arn:aws:iam::account-id:oidc-provider/
oidc.eks.region.amazonaws.com/id/openid" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "oidc.eks.region.amazonaws.com/id/openid:sub": "system:serviceaccount:adot-
col:amp-iamproxy-ingest-service-account" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

6. [Permissions] タブを選択し、次のアクセス許可ポリシーがロールにアタッチされていることを確認し
ます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "aps:RemoteWrite", 
                "aps:GetSeries", 
                "aps:GetLabels", 
                "aps:GetMetricMetadata" 
            ], 
            "Resource": "*" 
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        } 
    ]
}

Prometheus メトリック収集を有効にする
Note

Amazon EKS で名前空間を作成すると、alertmanager とノードエクスポーターはデフォルトで無
効になります。

Amazon EKS または Kubernetes クラスターでPrometheus スコレクションを有効にするには

1. aws-otel-communityにあるリポジトリからサンプルアプリをフォークしてクローンします。

次に、以下のコマンドを実行します。

cd ./sample-apps/prometheus-sample-app
docker build . -t prometheus-sample-app:latest

2. このイメージを Amazon ECR DockerHub などのレジストリにプッシュします。
3. この Kubernetes 設定をコピーして適用することで、サンプルアプリをクラスターにデプロイしま

す。{{PUBLIC_SAMPLE_APP_IMAGE}}prometheus-sample-app.yamlファイルを置き換えて、
画像をプッシュしたばかりの画像に変更します。

curl https://raw.githubusercontent.com/aws-observability/aws-otel-collector/main/
examples/eks/aws-prometheus/prometheus-sample-app.yaml -o prometheus-sample-app.yaml
kubectl apply -f prometheus-sample-app.yaml

4. 次のコマンドを入力して、サンプルアプリが起動したことを確認します。prometheus-sample-
appコマンドの出力では、NAME列に表示されます。

kubectl get all -n aoc-prometheus-pipeline-demo

5. ADOT コレクターのデフォルトインスタンスを起動します。そのためには、まず次のコマンドを入力
して ADOT Collector の Kubernetes 設定を取得します。

curl https://raw.githubusercontent.com/aws-observability/aws-otel-collector/main/
examples/eks/aws-prometheus/prometheus-daemonset.yaml -o prometheus-daemonset.yaml

次に、テンプレートファイルを編集して、Amazon マネージドサービス for Prometheus ワークスペー
スを remote_write エンドポイントをYOUR_ENDPOINT、を「リージョン」YOUR_REGION に置き換え
ます。ワークスペースの詳細を確認するときに、Amazon マネージドサービス for Prometheus コン
ソールに表示される remote_write エンドポイントを使用してください。

また、KubernetesAWS 設定のサービスアカウントセクションをアカウント IDYOUR_ACCOUNT_ID に
変更する必要があります。

この例では、ADOT Collector の設定でアノテーション (scrape=true) を使用してどのターゲットエ
ンドポイントをスクレイピングするかを指示しています。これにより、ADOT Collector はサンプルア
プリエンドポイントとクラスター内の kube-system エンドポイントを区別できます。別のサンプルア
プリをスクレイピングしたい場合は、これを再ラベル付け設定から削除できます。

6. 次のコマンドを入力して ADOT コレクターをデプロイします。

kubectl apply -f prometheus-daemonset.yaml
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7. 次のコマンドを入力して ADOT コレクターが起動したことを確認します。adot-colNAMESPACEコラ
ムで探してください。

kubectl get pods -n adot-col

8. ロギングエクスポーターを使用して、パイプラインが機能することを確認します。このサンプルテン
プレートは、すでにロギングエクスポーターに統合されています。以下のコマンドを入力します。

kubectl get pods -A
kubectl logs -n adot-col name_of_your_adot_collector_pod

サンプルアプリからスクレイピングしたメトリクスには、次の例のようになります。

Resource labels: 
     -> service.name: STRING(kubernetes-service-endpoints) 
     -> host.name: STRING(192.168.16.238) 
     -> port: STRING(8080) 
     -> scheme: STRING(http)
InstrumentationLibraryMetrics #0
Metric #0
Descriptor: 
     -> Name: test_gauge0 
     -> Description: This is my gauge 
     -> Unit:  
     -> DataType: DoubleGauge
DoubleDataPoints #0
StartTime: 0
Timestamp: 1606511460471000000
Value: 0.000000

9. Amazon マネージドサービス for Prometheus がメトリクスを受け取ったかどうかをテストするには、
を使用してくださいawscurl。このツールを使用すると、AWS Sigv4 認証を使用してコマンドライン
から HTTP リクエストを送信できるため、Amazon Managed Service for Prometheus からクエリを実
行するには、AWS正しい権限を持つ認証情報をローカルに設定する必要があります。インストールの
手順についてはawscurl、awscurl を参照してください。

次のコマンドでAMP_REGIONAMP_ENDPOINT、を Amazon マネージドサービス for Prometheus ワー
クスペースの情報に置き換えます。

awscurl --service="aps" --region="AMP_REGION" "https://AMP_ENDPOINT/api/v1/query?
query=adot_test_gauge0"
{"status":"success","data":{"resultType":"vector","result":[{"metric":
{"__name__":"adot_test_gauge0"},"value":[1606512592.493,"16.87214000011479"]}]}}

レスポンスとしてメトリクスを受け取った場合は、パイプラインの設定が成功し、メトリックスがサ
ンプルアプリから Amazon Managed Service for Prometheus に正常に伝達されたことを意味します。

クリーンアップ

このデモをクリーンアップするには、次のコマンドを入力します。

kubectl delete namespace aoc-prometheus-pipeline-demo
kubectl delete namespace adot-col
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高度な設定

Prometheus Receiver は、Prometheus ドキュメントの「設定」で説明されている Prometheus スクレイピ
ングおよび再ラベル付け設定のフルセットをサポートしています。これらの構成は、ADOT Collector 構成
に直接貼り付けることができます。

Prometheus Receiverの設定には、サービスディスカバリー、スクレイピング設定、再ラベル付け設定が
含まれます。受信機の構成は次のようになります。

receivers: 
  prometheus: 
    config: 
      [[Your Prometheus configuration]]

設定例を以下に示します。

receivers: 
  prometheus: 
    config: 
      global: 
        scrape_interval: 1m 
        scrape_timeout: 10s 
         
      scrape_configs: 
      - job_name: kubernetes-service-endpoints 
        sample_limit: 10000 
        kubernetes_sd_configs: 
        - role: endpoints 
        tls_config: 
          ca_file: /var/run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount/ca.crt 
          insecure_skip_verify: true 
        bearer_token_file: /var/run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount/token

既存の Prometheus 設定がある場合は、$$値が環境変数に置き換わらないように、$文字をに置き換える
必要があります。*これは relabel_configurations の値を置き換える場合に特に重要です。たとえば、以下
の relabel_config から開始するとします。

relabel_configs:
- source_labels: 
 [__meta_kubernetes_ingress_scheme,__address__,__meta_kubernetes_ingress_path] 
  regex: (.+);(.+);(.+) 
  replacement: ${1}://${2}${3} 
  target_label: __param_target

次のようになります。

relabel_configs:
- source_labels: 
 [__meta_kubernetes_ingress_scheme,__address__,__meta_kubernetes_ingress_path] 
  regex: (.+);(.+);(.+) 
  replacement: $${1}://${2}${3} 
  target_label: __param_target

Prometheus リモート書き込みエクスポーターと Sigv4 認証拡張機能

Prometheus リモート書き込みエクスポーターと Sigv4 認証エクステンションの設定は、Prometheus レ
シーバーよりも簡単です。パイプラインのこの段階では、メトリクスはすでに取り込まれており、この
データを Amazon Managed Service for Prometheus にエクスポートする準備ができています。Amazon マ
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ネージドサービス for Prometheus と通信するための設定が正常に行われるための最低要件は、以下の例に
示されています。

extensions: 
  sigv4auth: 
    service: "aps" 
    region: "user-region"
exporters: 
  prometheusremotewrite: 
    endpoint: "https://aws-managed-prometheus-endpoint/v1/api/remote_write" 
    auth: 
      authenticator: "sigv4auth"

この設定では、AWSAWSデフォルトの認証情報チェーンからの認証情報を使用してAWS SigV4 によって
署名された HTTPS リクエストが送信されます。詳細については、「AWS SDK for Go の設定」を参照し
てください。にするサービスを指定する必要がありますaps。

導入方法にかかわらず、ADOTAWS コレクターはデフォルトの認証情報チェーンに記載されているオプ
ションのいずれかにアクセスできる必要があります。Sigv4AWS SDK for Go 認証拡張機能はに依存してお
り、これを使用して資格情報の取得と認証を行います。これらの認証情報には、Amazon マネージドサー
ビス for Prometheus のリモート書き込み権限があることを確認する必要があります。

AWSオープンテレメトリ用ディストリビューションを使用して 
Amazon ECS からのメトリックス取り込みをセットアップする
このセクションでは、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) からメトリックスを収集し、AWS
オープンテレメトリ用ディストリビューション (ADOT) を使用して Amazon マネージドサービス用 
Prometheus に取り込む方法について説明します。また、Amazon マネージド Grafana でメトリクスを視
覚化する方法についても説明します。

前提条件
Important

始める前に、AWS Fargateデフォルト設定のクラスター上に Amazon ECS 環境、Prometheus 用
の Amazon マネージドサービスワークスペース、および Amazon マネージド Grafana ワークス
ペースが必要です。コンテナワークロード、Amazon Managed Service for Prometheus、および 
Amazon Managed Grafana に精通していることを前提としています。

詳細については、以下のリンクを参照してください。

• デフォルト設定で Fargate クラスターに Amazon ECS 環境を作成する方法については、Amazon ECS 
開発者ガイドの「クラスターの作成」を参照してください。

• Amazon マネージドサービス for Prometheus ワークスペースを作成する方法については、『Amazon マ
ネージドサービス for Prometheus ユーザーガイド』の「ワークスペースの作成」を参照してください。

• Amazon マネージド Grafana ワークスペースを作成する方法については、Amazon マネージド Grafana 
ユーザーガイドの「ワークスペースの作成」を参照してください。

カスタム ADOT コレクターコンテナーイメージの定義

以下の設定ファイルをテンプレートとして使用して、独自の ADOT コレクターコンテナーイメージを定義
します。「###### URL」と「#######」endpointregion を自分の値に置き換えてください。このコ
ンフィグを adot-config.yaml という名前のファイルに保存します。

receivers: 
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  prometheus: 
    config: 
      global: 
        scrape_interval: 15s 
        scrape_timeout: 10s 
      scrape_configs: 
      - job_name: "prometheus" 
        static_configs: 
        - targets: [ 0.0.0.0:9090 ] 
  awsecscontainermetrics: 
    collection_interval: 10s
processors: 
  filter: 
    metrics: 
      include: 
        match_type: strict 
        metric_names: 
          - ecs.task.memory.utilized 
          - ecs.task.memory.reserved 
          - ecs.task.cpu.utilized 
          - ecs.task.cpu.reserved 
          - ecs.task.network.rate.rx 
          - ecs.task.network.rate.tx 
          - ecs.task.storage.read_bytes 
          - ecs.task.storage.write_bytes
exporters: 
  prometheusremotewrite: 
    endpoint: my-remote-URL
    auth: 
      authenticator: sigv4auth 
  logging: 
    loglevel: info
extensions: 
  health_check: 
  pprof: 
    endpoint: :1888 
  zpages: 
    endpoint: :55679 
  sigv4auth: 
    region: my-region
    service: aps
service: 
  extensions: [pprof, zpages, health_check, sigv4auth] 
  pipelines: 
    metrics: 
      receivers: [prometheus] 
      exporters: [logging, prometheusremotewrite] 
    metrics/ecs: 
      receivers: [awsecscontainermetrics] 
      processors: [filter] 
      exporters: [logging, prometheusremotewrite]

ADOT コレクターコンテナイメージを Amazon ECR リポジトリにプッシュする
Dockerfile を使用してコンテナイメージを作成し、Amazon Elastic Container Registry (ECR) リポジトリに
プッシュします。

1. Dockerfile をビルドして、コンテナーイメージを OTEL Docker イメージにコピーして追加します。

FROM public.ecr.aws/aws-observability/aws-otel-collector:latest
COPY adot-config.yaml /etc/ecs/otel-config.yaml
CMD ["--config=/etc/ecs/otel-config.yaml"]

2. Amazon ECR リポジトリを作成します。
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# create repo:
COLLECTOR_REPOSITORY=$(aws ecr create-repository --repository aws-otel-collector \  
                               --query repository.repositoryUri --output text)

3. コンテナイメージを作成します。

# build ADOT collector image:
docker build -t $COLLECTOR_REPOSITORY:ecs

4. Amazon ECR リポジトリにサインインします。my-regionregion を自分の値に置き換えてくださ
い。

# sign in to repo:
aws ecr get-login-password --region my-region | \ 
        docker login --username aws --password-stdin $COLLECTOR_REPOSITORY

5. コンテナイメージをプッシュします。

# push ADOT collector image:
docker push $COLLECTOR_REPOSITORY:ecs

Amazon ECS タスク定義の作成-Amazon Managed Service for Prometheus をス
クレイピングする

Amazon ECS タスク定義の作成。Amazon Managed Service for Prometheus をスクレイピングします。
タスク定義には、adot-collectorという名前のコンテナとという名前のコンテナを含める必要があり
ますprometheus。 prometheusメトリクスを生成し、adot-collectorprometheusスクレイプしま
す。

例:タスク定義

以下に示しているのは、タスク定義の具体的な例です。この例をテンプレートとして使用して、
独自のタスク定義を作成できます。imageadot-collectorの値をリポジトリの URL と画像タグ 
($COLLECTOR_REPOSITORY:ecs) に置き換えます。regionprometheusregionとの値を自分の値に置
き換えます。adot-collector

{ 
  "family": "adot-prom", 
  "networkMode": "awsvpc", 
  "containerDefinitions": [ 
    { 
      "name": "adot-collector", 
      "image": "account_id.dkr.ecr.region.amazonaws.com/image-tag", 
      "essential": true, 
      "logConfiguration": { 
        "logDriver": "awslogs", 
        "options": { 
          "awslogs-group": "/ecs/ecs-adot-collector", 
          "awslogs-region": "my-region", 
          "awslogs-stream-prefix": "ecs", 
          "awslogs-create-group": "True" 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "name": "prometheus", 
      "image": "prom/prometheus:main", 
      "logConfiguration": { 
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        "logDriver": "awslogs", 
        "options": { 
          "awslogs-group": "/ecs/ecs-prom", 
          "awslogs-region": "my-region", 
          "awslogs-stream-prefix": "ecs", 
          "awslogs-create-group": "True" 
        } 
      } 
    } 
  ], 
  "requiresCompatibilities": [ 
    "FARGATE" 
  ], 
  "cpu": "1024"
}

AWSAmazonPrometheusRemoteWriteAccess管理ポリシーをタスクの IAM 
ロールにアタッチします。
スクレイピングされたメトリックスを Amazon マネージドサービス for Prometheus に送信するに
は、Amazon ECS タスクにAWS API を呼び出すための適切な権限が必要です。タスク用の IAM ロールを
作成し、AmazonPrometheusremoteWriteAccessポリシーをアタッチする必要があります。このロー
ルを作成してポリシーをアタッチする詳しい方法については、「タスク用の IAM ロールとポリシーの作
成」を参照してください。

IAMAmazonPrometheusRemoteWriteAccess ロールにアタッチし、そのロールをタスクに使用する
と、Amazon ECS はスクレイピングされたメトリックスをPrometheus 用 Amazon マネージドサービスに
送信できます。

Amazon マネージドGrafana でメトリクスを視覚化
Important

開始する前に、Amazon ECS タスク定義で Fargate タスクを実行する必要があります。そうしな
いと、Amazon Managed Service for Prometheus でメトリクスを消費できません。

1. Amazon Managed Grafana ワークスペースのナビゲーションペインから、AWSアイコンの下にある 
[データソース] を選択します。

2. [データソース] タブの [サービス] で、[Amazon マネージドサービス for Prometheus] を選択し、デ
フォルトリージョンを選択します。

3. [Add data source] (データソースを追加する) を選択する。
4. メトリクスをクエリして表示するには、ecsprometheusおよびプレフィックスを使用してくださ

い。

リモート書き込みを使用して Amazon EC2 インスタンスからメ
トリクスを取り込むを設定する
このセクションでは、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスでPrometheus サー
バーを実行する方法について説明します。Go で作成されたデモアプリケーションからメトリックスを収
集し、それらを Amazon マネージドサービス for Prometheus ワークスペースに送信する方法について説明
します。

前提条件
Important

始める前に、Prometheus v2.26 以降をインストールしておく必要がありま
す。Prometheus、Amazon EC2、Amazon Managed Service for Prometheus に精通していること
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を前提としています。Prometheus のインストール方法については、Prometheus ウェブサイトの
「はじめに」を参照してください。

Amazon EC2 や Amazon Managed Service for Prometheus に慣れていない場合は、以下のセクションを初
めに読むことをお勧めします。

• Amazon Elastic Compute Cloud とは
• Amazon Managed Service for Prometheus

Amazon EC2 用の IAM ロールを作成する
メトリックスをストリーミングするには、AWSまず管理ポリシーを使用して IAM ロールを作成する必
要がありますAmazonPrometheusRemoteWriteAccess。その後、ロールを使用してインスタンスを起動
し、Amazon マネージドサービス for Prometheus ワークスペースにメトリックスをストリーミングできま
す。

1. https://console.aws.amazon.com/iam/ で IAM コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインから [ロール] を選択し、[ロールの作成] を選択します。
3. [信頼されたエンティティの種類を選択] で、[AWS サービス] を選択します。ユースケースとして

は、EC2 を選択してください。[Next: Permissions] (次のステップ: アクセス許可) を選択します。
4. [Search] バーに「AmazonPrometheusRemoteWriteAccess」と入力します。[ポリシー名] で、を選択

しAmazonPrometheusRemoteWriteAccess、[ポリシーをアタッチ] を選択します。[Next:Tags] (次の
ステップ: タグ) を選択します。

5. (オプション) IAM ロールの IAM タグを作成します。[Next: Review] (次のステップ: レビュー) を選択し
ます。

6. ロールの名前を入力します。[ポリシーの作成] を選択します。

Amazon EC2 インスタンスの起動
Amazon EC2 インスタンスを起動するには、『Linux インスタンス向け Amazon Elastic Compute Cloud 
ユーザーガイド』の「インスタンスを起動する」の指示に従います。

デモアプリケーションを実行する

1. 次のテンプレートを使用して、という名前の Go ファイルを作成しますmain.go。

package main

import ( 
    "github.com/prometheus/client_golang/prometheus/promhttp" 
    "net/http"
)

func main() { 
    http.Handle("/metrics", promhttp.Handler()) 

    http.ListenAndServe(":8000", nil)
}

2. 次のコマンドを実行して、適切な依存関係をインストールします。

sudo yum update -y
sudo yum install -y golang
go get github.com/prometheus/client_golang/prometheus/promhttp
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3. デモアプリケーションを実行します。

go run main.go

デモアプリケーションはポート 8000 で実行し、公開されている Prometheus メトリクスをすべて表
示する必要があります。以下に示しているのは、これらのメトリクスの例です。

curl -s http://localhost:8000/metrics  
...
process_max_fds 4096# HELP process_open_fds Number of open file descriptors.# TYPE 
 process_open_fds gauge
process_open_fds 10# HELP process_resident_memory_bytes Resident memory size in bytes.# 
 TYPE process_resident_memory_bytes gauge
process_resident_memory_bytes 1.0657792e+07# HELP process_start_time_seconds Start time 
 of the process since unix epoch in seconds.# TYPE process_start_time_seconds gauge
process_start_time_seconds 1.61131955899e+09# HELP process_virtual_memory_bytes Virtual 
 memory size in bytes.# TYPE process_virtual_memory_bytes gauge
process_virtual_memory_bytes 7.77281536e+08# HELP process_virtual_memory_max_bytes 
 Maximum amount of virtual memory available in bytes.# TYPE 
 process_virtual_memory_max_bytes gauge
process_virtual_memory_max_bytes -1# HELP promhttp_metric_handler_requests_in_flight 
 Current number of scrapes being served.# TYPE 
 promhttp_metric_handler_requests_in_flight gauge
promhttp_metric_handler_requests_in_flight 1# HELP 
 promhttp_metric_handler_requests_total Total number of scrapes by HTTP status code.# 
 TYPE promhttp_metric_handler_requests_total counter
promhttp_metric_handler_requests_total{code="200"} 1
promhttp_metric_handler_requests_total{code="500"} 0
promhttp_metric_handler_requests_total{code="503"} 0

Amazon Managed Service for Prometheus
Amazon マネージドサービス for Prometheus ワークスペースを作成するには、『Amazon マネージドサー
ビス for Prometheus ユーザーガイド』の「ワークスペースの作成」の指示に従ってください。

Prometheus サーバーを稼働させる

1. 次の例の YAML ファイルをテンプレートとして使用して、という名前の新しいファイルを作成しま
すprometheus.yaml。についてはurl、my-region をご自身のリージョンの値とmy-workspace-
id、Amazon マネージドサービス for Prometheus が生成したワークスペース ID に置き換えてくださ
い。についてはregion、my-region をご自分の地域の値に置き換えてください。

例:YAML ファイル

global: 
  scrape_interval: 15s 
  external_labels: 
    monitor: 'prometheus'

scrape_configs: 
  - job_name: 'prometheus' 
    static_configs: 
      - targets: ['localhost:8000']

remote_write: 
  - 
    url: https://aps-workspaces.my-region.amazonaws.com/workspaces/my-workspace-id/api/
v1/remote_write 
    queue_config: 
        max_samples_per_send: 1000 
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        max_shards: 200 
        capacity: 2500 
    sigv4: 
         region: my-region

2. Prometheus サーバーを実行して、デモアプリケーションのメトリックスを Amazon マネージドサー
ビス for Prometheus ワークスペースに送信します。

prometheus --config.file=prometheus.yaml

これで、Prometheus サーバーはデモアプリケーションのメトリクスをお客様の Amazon マネージドサー
ビス for Prometheus ワークスペースに送信するはずです。

Prometheus または Prometheus オペレーターによる
高可用性データの送信
Amazon マネージドサービス for Prometheus では、複数の Prometheus インスタンスを高可用性モードの
サーバーとして使用できます。このセクションでは、Prometheus サーバーを高可用性構成のコレクター
として設定する方法を示します。これにより、Amazon Managed Service for Prometheus はメトリクスの
重複を排除し、2 回請求されることはありません。

重複排除を設定すると、Amazon Managed Service for Prometheus は 1 つの Prometheus インスタンス
をリーダーレプリカにし、そのレプリカからのみデータサンプルを取り込みます。リーダーレプリカが 
Amazon マネージドサービス for Prometheus へのデータサンプルの送信を 30 秒間停止すると、Amazon 
Managed Service for Prometheus は自動的に別の Prometheus インスタンスをリーダーレプリカにし、新
しいリーダーからデータを取り込みます。

Important

重複排除を設定しない場合、Amazon マネージドサービス for Prometheus に送信されるすべての
データサンプルに対して課金されます。これらのデータサンプルには重複サンプルが含まれてい
ます。

Prometheus を使用して Amazon Managed Service に高可用性
データを送信する
Prometheus で高可用性設定をセットアップするには、Amazon Managed Service for Prometheus が
識別できるように、高可用性グループのすべてのインスタンスに外部ラベルを付ける必要がありま
す。clusterラベルを使用して、Prometheus インスタンスエージェントが高可用性グループの一部であ
ることを識別します。__replica__ラベルを使用して、グループ内の各レプリカを個別に識別します。重
複除外を機能させるには__replica__、cluster両方のラベルを貼る必要があります。

Note

__replica__ラベルは、replica単語の前後に2つのアンダースコア記号でフォーマットされて
います。

例:コードスニペット

次のコードスニペットでは、clusterラベルは Prometheus インスタンスエージェントを識別しprom-
team1、_replica_replica1ラベルはレプリカとを識別しますreplica2。

cluster: prom-team1
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__replica__: replica1

cluster: prom-team1
__replica__: replica2

Amazon Managed Service for Prometheus は、可用性の高いレプリカからのデータサンプルをこれらのラ
ベルで保存するので、replicaサンプルが受け入れられるとラベルが剥がされます。つまり、レプリカご
とのシリーズではなく、現在のシリーズには 1:1 のシリーズマッピングしかありません。clusterラベル
は保持されます。

Prometheus オペレーターを使用して Amazon Managed Service 
に高可用性データを送信する
Prometheus Operator で高可用性設定をセットアップするには、Amazon Managed Service for 
Prometheus が識別できるように、高可用性グループのすべてのインスタンスに外部ラベルを付ける必要
があります。また、PrometheusreplicaExternalLabelNameexternalLabels オペレーターヘルム
チャートにも属性とを設定する必要があります。

例:YAML ヘッダー

次の YAML ヘッダーでは、clusterにexternalLabelを追加して 
PrometheusreplicaExternalLabels インスタンスエージェントを高可用性グループの一部として識別
し、グループ内の各レプリカを識別します。

replicaExternalLabelName: __replica__
externalLabels: 
  cluster: prom-dev

AWSオープンテレメトリー向けディストリビューションを
使用して、高可用性データを Amazon マネージドサービス 
(Prometheus 用) に送信
AWSオープンテレメトリ用ディストリビューション (ADOT) は、 OpenTelemetry プロジェクトの安全で
本番環境に対応したディストリビューションです。ADOT には、ソース API、ライブラリ、およびエー
ジェントが用意されているため、アプリケーション監視用の分散トレースとメトリクスを収集できま
す。ADOT の詳細については、「AWSオープンテレメトリ用ディストリビューションについて」を参照し
てください。

ADOT を高可用性設定でセットアップするには、ADOT コレクターコンテナーイメージを設定
し、cluster外部ラベルと_replica_AWS Prometheus リモート書き込みエクスポーターに適用する必
要があります。このエクスポーターは、remote_writeスクレイピングされたメトリックスをエンドポ
イント経由で Amazon Managed Service for Prometheus ワークスペースに送信します。これらのラベル
をリモート書き込みエクスポーターに設定すると、冗長レプリカの実行中に重複したメトリックが保持
されるのを防ぐことができます。AWSPrometheus リモート書き込みエクスポーターの詳細については、
「Amazon マネージドサービス for Prometheus 用 Prometheus リモート書き込みエクスポーターの使用開
始」を参照してください。

FAQ: 高可用性設定
サンプルポイントを追跡するには、__replica__値を別のラベルに含める必要がありますか？

可用性の高い設定では、Amazon Managed Service for Prometheus は、Prometheus インスタンスのクラ
スター内のリーダーを選出することで、データサンプルが重複しないようにします。リーダーレプリカ
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Prometheus コミュニティの Helm チャート
を使用して、高可用性データを Amazon マ

ネージドサービス for Prometheus に送信
がデータサンプルの送信を 30 秒間停止すると、Amazon Managed Service for Prometheus は自動的に別
の Prometheus インスタンスをリーダーレプリカにし、新しいリーダーからデータを取り込みます。した
がって、答えは「いいえ」です。お勧めしません。 これを行うと、次のような問題が発生する可能性があ
ります。

• PromQLcount で a をクエリすると、新しいリーダーを選出する期間中に期待値よりも高い値が返され
ることがあります。

• active series新しいリーダーを選出する期間中に数が増え、に届きますactive series limits. 
詳細については、「AMP クォータ」を参照してください。

Prometheus コミュニティの Helm チャートを使用し
て、高可用性データを Amazon マネージドサービス 
for Prometheus に送信
Prometheus コミュニティの Helm chart で高可用性設定をセットアップするには、高可用性グループのす
べてのインスタンスに外部ラベルを貼って、Amazon Managed Service for Prometheus が識別できるよう
にする必要があります。Prometheus コミュニティの Helm チャートから Prometheus の 1 つのインスタン
スにを追加する方法の例を次に示します。external_labels

server: 
  global: 
      external_labels: 
          cluster: monitoring-cluster 
          __replica__: replica-1

Note

Prometheus コミュニティの Helm chart では、コントローラーグループから直接レプリカの数を
増やすときにレプリカ値を動的に設定できないため、複数のレプリカ値を使用してチャートを複
数回デプロイする必要があります。replicaラベルを自動設定したい場合は、プロメテウス-オペ
レーターのヘルムチャートを使用してください。

Prometheus メトリクスのクエリ
メトリクスがワークスペースに取り込まれたので、クエリを実行できるようになりました。Grafana など
のサービスを使用してメトリックスをクエリすることも、Prometheus API 用の Amazon マネージドサー
ビスを使用することもできます。

クエリを実行するには、標準の Prometheus クエリ言語である PromQL を使用します。PromQL とその構
文の詳細については、Prometheus のドキュメントの「Prometheus へのクエリー」を参照してください。

トピック
• メトリクスクエリの保護 (p. 27)
• Amazon Managed Grafana をセットアップして、Amazon Managed Service for Prometheus で使用で

きるように設定する (p. 27)
• Grafana オープンソースまたは Grafana エンタープライズを Amazon マネージドサービス用の 

Prometheus で使用するように設定する (p. 28)
• Amazon EKS クラスターで実行されている Grafana を使用してクエリを実行する (p. 31)
• プロメテウスと互換性のある API を使用したクエリ (p. 33)
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• クエリ API レスポンス内のクエリ統計情報 (p. 35)

メトリクスクエリの保護
Amazon Managed Service for Prometheus には、メトリクスのクエリを安全に行うための方法が用意され
ています。

Amazon Managed Service for PrometheusAWS PrivateLink
Amazon Managed Service for Prometheus のメトリックスをクエリするためのネットワークトラフィッ
クは、パブリックインターネットエンドポイント経由で実行することも、VPC エンドポイント経由で実
行することもできますAWS PrivateLink。を使用するとAWS PrivateLink、VPCAWS からのネットワーク
トラフィックがパブリックインターネットを経由せずにネットワーク内で保護されます。Prometheus 用 
Amazon マネージドサービスのAWS PrivateLink VPC エンドポイントを作成するには、を参照してくださ
いインターフェイス VPC エンドポイントと Amazon Managed Service (p. 106)。

認証と認可
AWS Identity and Access Managementは、AWSリソースへのアクセスを安全に管理するためのウェブサー
ビスです。IAM により、誰を認証 (サインイン) し、誰にリソースの使用を承認する (アクセス許可を持た
せる) かを制御します。Amazon マネージドサービス for Prometheus は IAM と統合され、データを安全に
保つのに役立ちます。Amazon マネージドサービスを Prometheus 用に設定する場合、Grafana サーバー
が Amazon マネージドサービスの Prometheus ワークスペースに保存されているメトリクスをクエリでき
るようにする IAM ロールをいくつか作成する必要があります。IAM の詳細については、「IAM とは?」を
参照してください。

Prometheus 用 Amazon マネージドサービスのセットアップに役立つもう 1AWS つのセキュリティ機能と
して、AWS署名バージョン 4 の署名プロセス (AWSSIGv4) があります。署名バージョン 4 は、HTTP で
送信される AWS リクエストに認証情報を追加するプロセスです。セキュリティ対策として、ほとんどの 
AWS へのリクエストでは、アクセスキーを使用して署名する必要があります。アクセスキーは、アクセス
キー ID とシークレットアクセスキーで構成されます。これらの 2 つのキーは、一般的にセキュリティ認
証情報と呼ばれます。SigV4 の詳細については、「署名バージョン 4 署名バージョン」を参照してくださ
い。

Amazon Managed Grafana をセットアップし
て、Amazon Managed Service for Prometheus で使用
できるように設定する
Amazon Managed Grafana は、オープンソースの Grafana 向けのフルマネージドサービスで、オープン
ソースやサードパーティの ISV、AWSおよびデータソースを大規模に視覚化および分析するためのサービ
スへの接続を簡素化します。

Amazon Managed Service for Prometheus では、Amazon Managed Grafana を使用してワークスペース
のメトリクスをクエリできます。Amazon マネージド Grafana コンソールでは、既存の Amazon マネージ
ドサービス for Prometheus アカウントを検索することで、Amazon マネージドサービス for Prometheus 
ワークスペースをデータソースとして追加できます。Amazon マネージド Grafana は、Amazon マネージ
ドサービス for Prometheus にアクセスするために必要な認証情報の設定を管理します。Amazon マネー
ジド Grafana から Amazon マネージド Service for Prometheus への接続を作成する手順の詳細について
は、Amazon マネージド Grafana ユーザーガイドの手順を参照してください。

Amazon Managed Service を Amazon Managed Grafana で確認することもできます。アラートとの統合
を設定する手順については、を参照してくださいアラートを Amazon マネージド Grafana またはオープン
ソースの Grafana と統合する (p. 56)。
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プライベート VPC で Amazon マネージドGrafana に接続する
Prometheus 用 Amazon マネージドサービスは、メトリクスやアラートをクエリする際に Amazon マネー
ジド Grafana が接続できるサービスエンドポイントを提供します。

プライベート VPC を使用するように Amazon マネージド Grafana を設定できます (Grafana でプライ
ベート VPC を設定する方法の詳細については、Amazon マネージド Grafana ユーザーガイドの「Amazon
VPC への接続」を参照してください)。設定によっては、この VPC は Amazon マネージドサービス for 
Prometheus サービスエンドポイントにアクセスできない場合があります。

特定のプライベート VPC を使用するように設定された Amazon マネージド Grafana ワークスペースに、
データソースとして Amazon マネージドサービス for Prometheus を追加するには、まず VPC エンド
ポイントを作成して Amazon マネージドサービス for Prometheus を同じ VPC に接続する必要がありま
す。VPC エンドポイントの作成の詳細については、「」を参照してくださいPrometheus (p. 107)。

Grafana オープンソースまたは Grafana エンタープラ
イズを Amazon マネージドサービス用の Prometheus 
で使用するように設定する
Amazon マネージドサービス for Prometheus は、Grafana バージョン 7.3.5 以降を使用してワークスペー
スのメトリックスをクエリすることをサポートしています。バージョン 7.3.5 以降には、AWS署名バー
ジョン 4 (SigV4) 認証がサポートされます。

tar.gz または zip ファイルを使用してスタンドアロンの Grafana をセットアップする手順について
は、Grafana ドキュメントの「Grafana のインストール」を参照してください。新しいスタンドアロ
ンの Grafana をインストールすると、ユーザー名とパスワードの入力を求められます。デフォルトは
admin/admin です。初めてログインすると、パスワードを変更するように求められます。詳細について
は、Grafana ドキュメントの「Grafana の開始方法」を参照してください。

Grafana のバージョンを確認するには、次のコマンドを入力します。

grafana_install_directory/bin/grafana-server -v

Grafana が Amazon マネージドサービス for Prometheus と連携する
ように設定するには、AmazonPrometheusQueryAccessポリシーまた
は、、aps:QueryMetricsaps:GetMetricMetadataaps:GetSeries、aps:GetLabelsおよび権限
を持つアカウントにログオンする必要があります。詳細については、「IAM の権限とポリシー (p. 98)」
を参照してください。

AWSSIGv4 のセットアップ
Amazon マネージドサービス for Prometheus はAWS Identity and Access Management (IAM) と統合され
ているため、クエリや取り込みなどの Prometheus API へのすべての呼び出しが IAM 認証情報で保護さ
れます。デフォルトでは、Grafana の Prometheus データソースは Prometheus が認証を必要としないこ
とを前提としています。Grafana が Amazon マネージドサービス for Prometheus の認証および承認機能
を利用できるようにするには、Grafana データソースで SigV4 認証サポートを有効にする必要がありま
す。自己管理型の Grafana オープンソースまたは Grafana エンタープライズサーバーを使用している場
合は、このページの手順に従ってください。Grafana 用 Amazon マネージドサービスを使用している場
合、SigV4 認証は完全に自動化されています。Grafana 用 Amazon マネージドサービスの詳細について
は、「Grafana 用 Amazon マネージドサービスとは?」を参照してください。

Grafana で SIgV4 を有効にするには、AWS_SDK_LOAD_CONFIGGF_AUTH_SIGV4_AUTH_ENABLEDお
よび環境変数をに設定して Grafanatrue を起動します。GF_AUTH_SIGV4_AUTH_ENABLED環境変数
は Grafana のデフォルト構成をオーバーライドして SIGv4 サポートを有効にします。詳細について
は、Grafana ドキュメントの「設定」を参照してください。
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Linux

Linux 上のスタンドアロン Grafana サーバーで SIGv4 を有効にするには、次のコマンドを入力します。

export AWS_SDK_LOAD_CONFIG=true

export GF_AUTH_SIGV4_AUTH_ENABLED=true

cd grafana_install_directory

./bin/grafana-server

Windows

Windows コマンドプロンプトを使用して Windows 上のスタンドアロン Grafana で SIGv4 を有効にするに
は、次のコマンドを入力します。

set AWS_SDK_LOAD_CONFIG=true

set GF_AUTH_SIGV4_AUTH_ENABLED=true

cd grafana_install_directory

.\bin\grafana-server.exe

Prometheus データソースを Grafana に追加
以下の手順では、Grafana で Prometheus データソースを設定して Amazon マネージドサービスに 
Prometheus メトリクスを問い合わせる方法を説明します。

Grafana サーバーに Prometheus データソースを追加するには

1. Grafana コンソールを開きます。
2. [構成] で、[データソース] を選択します。
3. [Add data source] (データソースを追加する) を選択する。
4. Prometheus 選択してください。
5. HTTP URL には、Amazon マネージドサービス for Prometheus コンソールのワークスペース詳細ペー

ジに表示されるエンドポイント-クエリ URL を指定します。
6. 先ほど指定した HTTP URL で、URL/api/v1/query に追加された文字列を削除しま

す。Prometheus データソースが自動的に追加するからです。

正しい URL は https://aps-workspaces.us-west-2.amazonaws.com/workspaces/
ws-1234a5b6-78cd-901e-2fgh-3i45j6k178l9 のようになります。

7. [認証] で、SIGv4 認証のトグルを選択して有効にします。
8. SigV4認証は、長期認証情報をGrafanaで直接指定するか、デフォルトのプロバイダーチェーンを使用

して設定できます。長期認証情報を直接指定すると、すぐに使い始めることができます。以下の手順
では、最初にその手順を示します。Amazon Managed Service for Prometheus で Grafana を使用する
ことに慣れてきたら、柔軟性とセキュリティが向上するデフォルトのプロバイダーチェーンを使用す
ることをお勧めします。デフォルトプロバイダーチェーンの設定の詳細については、「認証情報の指
定」を参照してください。
• 長期認証情報を直接使用するには、以下を実行してください。
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a. [SIGv4 認証の詳細] の [認証プロバイダー] で、[アクセスとシークレットキー] を選択しま
す。

b. [アクセスキー ID] には、AWSアクセスキー ID を入力します。
c. シークレットアクセスキーには、AWSシークレットアクセスキーを入力します。
d. 「役割を引き受ける ARN」フィールドと「外部 ID」フィールドは空白のままにします。
e. デフォルトリージョンには、Amazon マネージドサービス for Prometheus ワークスペースの

リージョンを選択します。このリージョンは、ステップ 5 で指定した URL に含まれるリー
ジョンと一致する必要があります。

f. [保存してテスト] を選択します。

次のメッセージが表示されます。データソースは動作しています

次のスクリーンショットは、アクセスキー、秘密キーの SIGv4 認証詳細設定を示していま
す。

• 代わりにデフォルトのプロバイダーチェーンを使用するには (実稼働環境での使用を推奨)、次の
操作を行います。

a. 「SigV4認証の詳細」で、「認証プロバイダー」で「AWSSDKデフォルト」を選択します。
b. 「役割を引き受ける ARN」フィールドと「外部 ID」フィールドは空白のままにします。
c. デフォルトリージョンには、Amazon マネージドサービス for Prometheus ワークスペースの

リージョンを選択します。このリージョンは、ステップ 5 で指定した URL に含まれるリー
ジョンと一致する必要があります。

d. [保存してテスト] を選択します。

次のメッセージが表示されます。データソースは動作しています

次のスクリーンショットは、SDK のデフォルトの SigV4 認証詳細設定を示しています。

9. PromeQL クエリを新しいデータソースでテストします。

a. 「探索」を選択します。
b. 次のようなサンプル PromQL クエリを実行します。

prometheus_tsdb_head_series

[保存してテスト] が機能しない場合のトラブルシューティング
前の手順で、[保存してテスト] を選択したときにエラーが表示される場合は、次の点を確認してくださ
い。

HTTP エラーが見つかりません

30



Amazon Managed Service for Prometheus ユーザーガイド
Amazon EKS で実行するGrafana をセットアップする

URL のワークスペース ID が正しいことを確認してください。

HTTP エラーは禁止されています

このエラーは、認証情報が無効であることを意味します。以下をチェックしてください。

• デフォルトリージョンで指定されているリージョンが正しいことを確認してください。
• 認証情報に誤字がないか確認してください。
• AmazonPrometheusQueryAccess使用している認証情報にポリシーが適用されていることを確認してく

ださい。詳細については、「IAM の権限とポリシー (p. 98)」を参照してください。
• 使用している認証情報が、この Amazon マネージドサービス for Prometheus ワークスペースにアクセス

できることを確認してください。

HTTP エラー:不正なゲートウェイ

このエラーをトラブルシューティングするには、Grafana サーバーログを参照してください。詳細につい
ては、Grafana ドキュメントの「トラブルシューティング」を参照してください。

表示されている場合Error http: proxy error: NoCredentialProviders: no valid 
providers in chain、デフォルトの認証情報プロバイダーチェーンは、AWS使用する有効な認証情報
を見つけることができませんでした。「認証情報の指定」に記載されているとおりに認証情報を設定して
いることを確認してください。共有設定を使用する場合は、AWS_SDK_LOAD_CONFIG環境がに設定されて
いることを確認してくださいtrue。

Amazon EKS クラスターで実行されている Grafana 
を使用してクエリを実行する
Amazon マネージドサービス for Prometheus では、Grafana バージョン 7.3.5 以降を使用して Amazon マ
ネージドサービス用 Prometheus ワークスペースのメトリックスをクエリできます。バージョン 7.3.5 以
降には、AWS署名バージョン 4 (SigV4) 認証がサポートされます。

Grafana が Amazon マネージドサービス for Prometheus と連携する
ように設定するには、AmazonPrometheusQueryAccessポリシーまた
は、、aps:QueryMetricsaps:GetMetricMetadataaps:GetSeries、aps:GetLabelsおよび権限
を持つアカウントにログオンする必要があります。詳細については、「IAM の権限とポリシー (p. 98)」
を参照してください。

AWSSIGv4 のセットアップ
Grafana は、AWS署名バージョン 4 (SigV4) 認証をサポートする新機能を追加しました。詳細について
は、「Signature Version 4 署名プロセス」を参照してください。この機能は Grafana サーバーではデフォ
ルトでは有効になっていません。この機能を有効にする以下の手順は、Helm を使用して Kubernetes クラ
スターに Grafana をデプロイすることを前提としています。

お使いの Grafana 7.3.5 以降のサーバーで SIGv4 を有効にするには

1. Grafana の設定を上書きする新しい更新ファイルを作成
し、amp_query_override_values.yamlそのファイルに名前を付けます。

2. 次の内容をファイルに入力し、ファイルを保存します。account-id を GrafanaAWS サーバーが稼
働しているアカウント ID に置き換えます。

serviceAccount: 
    name: "amp-iamproxy-query-service-account" 
    annotations: 
        eks.amazonaws.com/role-arn: "arn:aws:iam::account-id:role/amp-iamproxy-query-
role"
grafana.ini: 
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  auth: 
    sigv4_auth_enabled: true

その YAML ファイルの内容にはamp-iamproxy-query-role、サービスアカウントの IAM ロールの
設定 (p. 32)次のセクションで作成するロールの名前が入っています。ワークスペースをクエリする
ためのロールが既に作成されている場合は、このロールを自分のロール名に置き換えることができま
す。

このファイルは後で、Helm を使用して Grafana サーバーをアップグレードする (p. 33)で使用します。

サービスアカウントの IAM ロールの設定
Amazon EKS クラスターで Grafana サーバーを使用している場合は、アクセスコントロールにサービス
アカウントの IAM ロール (サービスロールとも呼ばれます) を使用することをお勧めします。これによ
り、IAM ロールを Kubernetes サービスアカウントに関連付けると、サービスアカウントは、そのサービ
スアカウントを使用するポッドのコンテナに、AWSアクセス許可を提供できるようになります。詳細につ
いては、「サービスアカウントの IAM ロール」を参照してください。

これらのサービスロールをまだクエリ用に設定していない場合は、メトリクスをクエリするためのサービ
スアカウントの IAM ロールをセットアップする (p. 104)の指示に従ってロールを設定してください。

次に、信頼関係の条件に Grafana サービスアカウントを追加する必要があります。

信頼関係の条件に Grafana サービスアカウントを追加するには

1. ターミナルウィンドウから、Grafana サーバーの名前空間とサービスアカウント名を決定します。た
とえば、次のコマンドを実行できます。

kubectl get serviceaccounts -n grafana_namespace

2. Amazon EKS コンソールで、EKS クラスターに関連付けられているサービスアカウントの IAM ロー
ルを開きます。

3. [Edit trust relationship] (信頼関係の編集) をクリックします。
4. 条件を更新して、手順 1 のコマンドの出力で見つけた Grafana 名前空間と Grafana サービスアカウン

ト名を含めます。次に例を示します。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Federated": "arn:aws:iam::account-id:oidc-provider/
oidc.eks.aws_region.amazonaws.com/id/openid" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "oidc.eks.region.amazonaws.com/id/openid:sub": [ 
            "system:serviceaccount:aws-amp:amp-iamproxy-query-service-account", 
            "system:serviceaccount:grafana-namespace:grafana-service-account-name" 
          ] 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

5. [Update trust policy] (信頼ポリシーの更新) を選択します。
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Helm を使用して Grafana サーバーをアップグレードする
このステップでは、amp_query_override_values.yaml前のセクションでファイルに追加したエント
リを使用するように Grafana サーバーをアップグレードします。

以下のコマンドを実行します。Grafana のヘルムチャートの詳細については、「Grafana コミュニティの 
Kubernetes ヘルムチャート」を参照してください。

helm repo add grafana https://grafana.github.io/helm-charts

helm upgrade --install grafana grafana/grafana -n grafana_namespace -f ./
amp_query_override_values.yaml

Prometheus データソースを Grafana に追加
以下の手順では、Grafana で Prometheus データソースを設定して Amazon マネージドサービスに 
Prometheus メトリクスを問い合わせる方法を説明します。

Grafana サーバーに Prometheus データソースを追加するには

1. Grafana コンソールを開きます。
2. [構成] で、[データソース] を選択します。
3. [Add data source] (データソースを追加する) を選択する。
4. Prometheus 選択してください。
5. HTTP URL には、Amazon マネージドサービス for Prometheus コンソールのワークスペース詳細ペー

ジに表示されるエンドポイント-クエリ URL を指定します。
6. 先ほど指定した HTTP URL で、URL/api/v1/query に追加された文字列を削除しま

す。Prometheus データソースが自動的に追加するからです。
7. [認証] で、SIGv4 認証のトグルを選択して有効にします。

「役割を引き受ける ARN」フィールドと「外部 ID」フィールドは空白のままにします。次に、「デ
フォルトリージョン」で、Amazon マネージドサービス for Prometheus ワークスペースがあるリー
ジョンを選択します。

8. [保存してテスト] を選択します。

次のメッセージが表示されます。データソースは動作しています
9. PromeQL クエリを新しいデータソースでテストします。

a. 「探索」を選択します。
b. 次のようなサンプル PromQL クエリを実行します。

prometheus_tsdb_head_series

プロメテウスと互換性のある API を使用したクエリ
Amazon マネージドサービス for Prometheus は、メトリクスのクエリに使用できる Prometheus 互換の 
API を複数サポートしています。利用可能なすべての Prometheus 互換 API の詳細については、を参照し
てくださいプロメテウス対応 API (p. 154)。

これらの API を使用してメトリクスをクエリする場合、リクエストにはAWS Signature Version 4 の署名
プロセスで署名する必要があります。AWS署名バージョン 4 を設定すると、署名プロセスを簡略化できま
す。詳細については、「aws-sigv4-proxy」を参照してください。
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AWSSigV4プロキシによる署名は、を使用して実行できますawscurl。次のトピック「awscurl を使用し
て Prometheus 互換 API をクエリする (p. 34)」では、awscurlを使用してAWS SIGv4 をセットアップ
する方法を説明します。

awscurl を使用して、プロメテウスと互換性のある API をクエリ
する
Prometheus 用 Amazon マネージドサービスの API リクエストには、SigV4 で署名する必要がありま
す。awscurl を使用すると、クエリプロセスを簡略化できます。

インストールするにはawscurl、Python 3 と pip パッケージマネージャーがインストールされている必要
があります。

Linux ベースのインスタンスでは、awscurl次のコマンドがインストールされます。

$ pip3 install awscurl 

macOS マシンでは、awscurl次のコマンドがインストールされます。

$ brew install awscurl

awscurl次の例はサンプルクエリです。

# Define the Prometheus query endpoint URL. This can be found in the Amazon Managed Service 
 for Prometheus console page  
# under the respective workspace.  

$ export AMP_QUERY_ENDPOINT=https://aps-workspaces.Region.amazonaws.com/
workspaces/Workspace-id/api/v1/query

# credentials are infered from the default profile
$ awscurl -X POST --region Region \ 
                  --service aps "$AMP_QUERY_ENDPOINT?query=up"   

{ 
  "status": "success", 
  "data": { 
    "resultType": "vector", 
    "result": [ 
      { 
        "metric": { 
          "__name__": "up", 
          "instance": "localhost:9090", 
          "job": "prometheus", 
          "monitor": "monitor" 
        }, 
        "value": [ 
          1652452637.636, 
          "1" 
        ] 
      }, 
       
       
    ] 
  }
}

awscurl提供されたリクエストに署名するには、次のいずれかの方法で有効な認証情報を渡す必要があり
ます。
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• IAM ロールのアクセスキー ID とシークレットキーを提供します。ロールのアクセスキーとシークレット
キーは https://console.aws.amazon.com/iam/ にあります。

例:

$ export AMP_QUERY_ENDPOINT=https://aps-workspaces.Region.amazonaws.com/
workspaces/Workspace_id/api/v1/query

$ awscurl -X POST --region <Region> \ 
                  --access_key <ACCESS_KEY> \ 
                  --secret_key <SECRET_KEY> \ 
                  --service aps "$AMP_QUERY_ENDPOINT?query=<QUERY>" 
        

• .aws/credentials/aws/configおよびファイルに保存されている設定ファイルを参照してくださ
い。使用するプロファイルの名前を指定することもできます。指定しない場合、 default ファイルが
使用されます。例:

$ export AMP_QUERY_ENDPOINT=https://aps-workspaces.<Region>.amazonaws.com/workspaces/
<Workspace_ID>/api/v1/query
$ awscurl -X POST --region <Region> \ 
                  --profile <PROFILE_NAME>  
                  --service aps "$AMP_QUERY_ENDPOINT?query=<QUERY>"

• EC2 インスタンスに関連付けられたインスタンスプロファイルを使用する

awscurl コンテナを使用してクエリリクエストを実行する

別のバージョンの Python と関連する依存関係をインストールすることが不可能な場合は、awscurlコン
テナを使用してアプリケーションとその依存関係をパッケージ化できます。次の例では Docker ランタイ
ムを使用してデプロイしていますがawscurl、OCI 準拠のランタイムとイメージならどれでも動作しま
す。

$ docker pull okigan/awscurl
$ export AMP_QUERY_ENDPOINT=https://aps-workspaces.Region.amazonaws.com/
workspaces/Workspace_id/api/v1/query
$ docker run --rm -it okigan/awscurl --access_key $AWS_ACCESS_KEY_ID  --secret_key 
 $AWS_SECRET_ACCESS_KEY \ --region Region --service aps "$AMP_QUERY_ENDPOINT?query=QUERY" 
        

クエリ API レスポンス内のクエリ統計情報
クエリの料金は、実行されたクエリから 1 か月に処理されたクエリサンプルの総数に基づいていま
す。queryまたはqueryRange API のクエリ応答には、処理されたクエリサンプルに関する統計データが
含まれます。stats=allクエリパラメータがリクエストで送信されると、samplesオブジェクトにオブ
ジェクトが作成され、statsレスポンスでデータが返されます。stats

samplesオブジェクトは次の属性で構成されます。

属性 説明

totalQueryableSamples 処理されたクエリサンプルの総数。これは請求に使用される
情報です。
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属性 説明

totalQueryableSamplesPerStep 各ステップで処理されたクエリサンプルの数。これは、エ
ポック内のタイムスタンプと特定のステップでロードされた
サンプル数を含む配列の配列として構成されています。

statsレスポンスに情報を含むリクエストとレスポンスの例は次のとおりです。

例query:

取得

endpoint/api/v1/query?query=up&time=1652382537&stats=all

[Response] (レスポンス)

{ 
    "status": "success", 
    "data": { 
        "resultType": "vector", 
        "result": [ 
            { 
                "metric": { 
                    "__name__": "up", 
                    "instance": "localhost:9090", 
                    "job": "prometheus" 
                }, 
                "value": [ 
                    1652382537, 
                    "1" 
                ] 
            } 
        ], 
        "stats": { 
            "timings": { 
                "evalTotalTime": 0.00453349, 
                "resultSortTime": 0, 
                "queryPreparationTime": 0.000019363, 
                "innerEvalTime": 0.004508405, 
                "execQueueTime": 0.000008786, 
                "execTotalTime": 0.004554219 
            }, 
            "samples": { 
                "totalQueryableSamples": 1, 
                "totalQueryableSamplesPerStep": [ 
                    [ 
                        1652382537, 
                        1 
                    ] 
                ] 
            } 
        } 
    }
}

例queryRange:

取得
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endpoint/api/v1/query_range?query=sum+%28rate+%28go_gc_duration_seconds_count%5B1m%5D
%29%29&start=1652382537&end=1652384705&step=1000&stats=all

[Response] (レスポンス)

{ 
    "status": "success", 
    "data": { 
        "resultType": "matrix", 
        "result": [ 
            { 
                "metric": {}, 
                "values": [ 
                    [ 
                        1652383000, 
                        "0" 
                    ], 
                    [ 
                        1652384000, 
                        "0" 
                    ] 
                ] 
            } 
        ], 
        "stats": { 
            "samples": { 
                "totalQueryableSamples": 8, 
                "totalQueryableSamplesPerStep": [ 
                    [ 
                        1652382000, 
                        0 
                    ], 
                    [ 
                        1652383000, 
                        4 
                    ], 
                    [ 
                        1652384000, 
                        4 
                    ] 
                ] 
            } 
        } 
    }
}
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ワークスペースの管理
このセクションの手順を使用するには、Amazon Managed Service for Prometheus を作成し使用します。

トピック
• ワークスペースの作成 (p. 38)
• ワークスペースを編集する (p. 39)
• WorkSpace ARN を検索する (p. 39)
• ワークスペースを削除する (p. 40)

ワークスペースの作成
次の手順を使用するには、Amazon Managed Service for Prometheus を作成します。

を使用してワークスペースを作成するにはAWS CLI

1. 次のコマンドを入力して、ワークスペースを作成します。この例では、「」を使用してmy-first-
workspace、名前を付けたワークスペースを作成し使用します。ワークスペースエイリアスは、ワー
クスペースを識別するのに役立つわかりやすい名前です。ユニークである必要はありません。2 つの
ワークスペースに同じエイリアスを付けることはできますが、すべてのワークスペースには固有の
ワークスペース ID があり、Amazon Managed Service for Prometheus によって生成されます。

aws amp create-workspace [ --alias my-first-workspace] [--tags Status=Secret,Team=My-
Team

このコマンドは、次のデータを返します。

• workspaceIdはこのワークスペースの固有 ID です。この ID を書き留めておきます。
• arnはこのワークスペースの ARN です。
• statusワークスペースの現在のステータスです。ワークスペースを作成した直後は、おそらくそう

なるでしょうCREATING。
• tagsワークスペースのタグ (ある場合) を一覧表示します。

2. create-workspaceコマンドがのステータスを返す場合はCREATING、次のコマンドを入力して、
ワークスペースがいつ準備完了かを判断できます。my-workspace-idcreate-workspaceコマンド
が返した値に置き換えますworkspaceId。

aws amp describe-workspace --workspace-id my-workspace-id

describe-workspaceACTIVEコマンドがに戻るとstatus、ワークスペースはすぐに使用できま
す。

Amazon Managed Service for Prometheus を使用して、ワークスペースを作成し使用します。

1. Amazon Managed Service for Prometheus を開きます。https://console.aws.amazon.com/prometheus/
2. [作成] を選択します。
3. [ワークスペースエイリアス] に、新しいワークスペースのエイリアスを入力します。

ワークスペースエイリアスは、ワークスペースを識別するのに役立つわかりやすい名前です。ユ
ニークである必要はありません。2 つのワークスペースに同じエイリアスを付けることはできます
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が、すべてのワークスペースには固有のワークスペース ID があり、Amazon Managed Service for 
Prometheus によって生成されます。

4. (オプション) ワークスペースに 1 つまたは複数のタグを追加するには、[Add new tag の追加] を選択
します。次に、[Key] に、タグの名前を入力します。[Value] では、任意でタグに値を追加できます。

(オプション) 別のタグを追加するには、[Add new tag] (新しいタグを追加) を再度選択します。
5. [ワークスペースを作成] を選択します。

ワークスペースの詳細ページが表示されます。これにより、リモート書き込みとクエリの両方につい
て、このワークスペースのステータス、ARN、ワークスペース ID、エンドポイント URL などの情報
が表示されます。

最初は、ステータスはおそらく CREATING です。ステータスが ACTIVE になるまで待ってから、指
標の取り込みの設定に進みます。

[エンドポイント-リモート書き込み URL] と [エンドポイント-クエリ URL] に表示される URL をメモ
しておきます。このワークスペースにメトリクスをリモートで書き込むように Prometheus サーバー
を設定したり、それらのメトリクスをクエリしたりするときに必要になります。

メトリクスを WorkSpace に取り込む方法については、「」を参照してくださいPrometheus メトリクスを
ワークスペースに取り込む (p. 6)。

ワークスペースを編集する
ワークスペースを編集してエイリアスを変更できます。「」を使用してAWS CLI、ワークスペースのエイ
リアスを変更します。

aws amp update-workspace-alias --workspace-id my-workspace-id --alias "new-alias"

Amazon Managed Service for Prometheus を使用して、ワークスペースを編集します。

1. Amazon Managed Service for Prometheus を開きます。https://console.aws.amazon.com/prometheus/
2. ページの左上隅にあるメニューアイコンを選択し、「すべてのワークスペース」を選択します。
3. 編集するワークスペースのWorkSpace ID を選択し、[編集] を選択します。
4. ワークスペースの新しいエイリアスを入力し、[保存] を選択します。

WorkSpace ARN を検索する
Amazon マネージドサービス for Prometheus ワークスペースの ARN は、コンソールまたはを使用して確
認できますAWS CLI。

Amazon Managed Service for Prometheus を使用して、WorkSpace ARN を検索します。

1. Amazon Managed Service for Prometheus を開きます。https://console.aws.amazon.com/prometheus/
2. ページの左上隅にあるメニューアイコンを選択し、「すべてのワークスペース」を選択します。
3. ワークスペースのワークスペース ID を選択します。

ワークスペース ARN は ARN の下に表示されます。

「」AWS CLI を使用して ARN 次のコマンドを入力します。
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aws amp describe-workspace --workspace-id my-workspace-id

arn結果からの値を見つけてください。

ワークスペースを削除する
ワークスペースを削除しても、そのワークスペースに取り込まれたデータはすぐには削除されません。1か
月以内に完全に削除されます。

「」を使用してAWS CLI、次のコマンドを入力します。

aws amp delete-workspace --workspace-id my-workspace-id

Amazon Managed Service for Prometheus を使用して、ワークスペースを削除するには

1. Amazon Managed Service for Prometheus を開きます。https://console.aws.amazon.com/prometheus/
2. ページの左上隅にあるメニューアイコンを選択し、「すべてのワークスペース」を選択します。
3. 削除するワークスペースのWorkSpace ID を選択し、[Delete] を選択します。
4. delete確認ボックスに入力し、[削除] を選択します。
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記録ルールとアラートルール
Amazon マネージドサービス for Prometheus は、定期的に評価する 2 種類のルールをサポートしていま
す。

• 記録ルールを使用すると、頻繁に必要な式や計算量の多い式を事前に計算し、その結果を新しい時系列
セットとして保存できます。多くの場合、事前に計算された結果を問い合わせる方が、必要になるたび
に元の式を実行するよりもはるかに高速です。

• アラートルールを使用すると、PromQL としきい値に基づいてアラート条件を定義できます。ルールが
しきい値をトリガーすると、通知がアラートマネージャーに送信され、アラートマネージャーは通知を
ダウンストリームのAmazon Simple Notification Serviceなどのレシーバーに転送します。

Amazon マネージドサービス for Prometheus のルールを使用するには、ルールを定義する 1 つ以上の 
YAML ルールファイルを作成します。Amazon マネージドサービス for Prometheus ルールファイルの形式
は、スタンドアロンの Prometheus のルールファイルと同じです。詳細については、Prometheus ドキュメ
ントの「記録ルールの定義」と「アラートルール」を参照してください。

ワークスペースには複数のルールファイルを置くことができます。個別のルールファイルは、それぞれ別
の名前空間に含まれています。複数のルールファイルがあると、既存の Prometheus ルールファイルを変
更したり組み合わせたりすることなく、ワークスペースにインポートできます。ルールグループの名前空
間が異なれば、タグも異なります。

ルールシーケンス

ルール・ファイル内では、ルールはルール・グループに含まれています。ルールファイル内の 1 つのルー
ルグループ内のルールは、常に上から下の順に評価されます。したがって、レコーディングルールでは、1 
つのレコーディングルールの結果を、後のレコーディングルールの計算や、同じルールグループ内のア
ラートルールに使用できます。ただし、個別のルールファイルを実行する順序を指定できないため、ある
記録ルールの結果を使用して、別のルールグループまたは別のルールファイルのルールを計算することは
できません。

トピック
• 必要な IAM アクセス許可 (p. 41)
• ルールファイルの作成 (p. 42)
• ルール設定ファイルを Amazon Managed Service for Prometheus にアップロードする (p. 42)
• ルール設定ファイルの編集 (p. 43)
• トラブルシューティングルーラー (p. 44)

必要な IAM アクセス許可
ユーザーに、Amazon Managed Service for Prometheus でルールを使用するアクセス許可を付与する必要
があります。次の権限を持つAWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーを作成し、そのポリ
シーをユーザー、グループ、またはロールに割り当てます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
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            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "aps: CreateRuleGroupsNamespace", 
                "aps: ListRuleGroupsNamespaces", 
                "aps: DescribeRuleGroupsNamespace", 
                "aps: PutRuleGroupsNamespace", 
                "aps: DeleteRuleGroupsNamespace", 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

ルールファイルの作成
Amazon マネージドサービス for Prometheus のルールを使用するには、ルールを定義するルールファイル
を作成します。Amazon マネージドサービス for Prometheus ルールファイルの形式は、スタンドアロン
の Prometheus のルールファイルと同じです。詳細については、「記録ルールの定義」と「アラートルー
ル」を参照してください。

ルールファイルの基本的な例を以下に示します。

groups: 
  - name: test 
    rules: 
    - record: metric:recording_rule 
      expr: avg(rate(container_cpu_usage_seconds_total[5m])) 
  - name: alert-test 
    rules: 
    - alert: metric:alerting_rule 
      expr: avg(rate(container_cpu_usage_seconds_total[5m])) > 0 
      for: 2m

その他のアラートルールの例については、「アラートルールの例」を参照してください。

ルール設定ファイルを Amazon Managed Service 
for Prometheus にアップロードする

次に、このルール設定ファイルを Amazon Managed Service for Prometheus にアップロードする必要があ
ります。コンソールまたはを使用しますAWS CLI。

Amazon マネージドサービス for Prometheus コンソールを使用してルール設定をアップロード
し、名前空間を作成するには

1. Amazon Managed Service for Prometheus を開きます。https://console.aws.amazon.com/prometheus/
2. ページの左上隅にある、メニューアイコンを選択し、[すべてのワークスペース] を選択します。
3. ワークスペースのワークスペース ID を選択し、[ルール管理] タブを選択します。
4. [名前空間を追加] を選択します。
5. [ファイルを選択] を選択し、ルール定義ファイルを選択します。
6. (オプション) 名前空間にタグを追加するには、[新しいタグを追加] を選択します。

[Key] (キー) に、タグの名前を入力します。[Value] では、任意でタグに値を追加できます。
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別のタグを追加するには、[新しいタグを追加] を選択します。
7. [続行] を選択します。Amazon マネージドサービス for Prometheus は、選択したルールファイルと同

じ名前の新しい名前空間を作成します。

AWS CLIを使用してアラートマネージャーの設定を新しい名前空間のワークスペースにアップ
ロードするには

1. アラートマネージャーファイルの内容を Base64 でエンコードします。Linux では、次のコマンドを
使用できます。

base64 input-file output-file

macOS では、次のコマンドを使用できます。

openssl base64 input-file output-file

2. 次のコマンドのいずれかを入力して、名前空間を作成し、ファイルをアップロードします。

AWS CLIバージョン 2 では、次のように入力します。

aws amp create-rule-groups-namespace --data file://path_to_base_64_output_file --
name namespace-name  --workspace-id my-workspace-id --region region

AWS CLIバージョン 1 では、次のように入力します。

aws amp create-rule-groups-namespace --data fileb://path_to_base_64_output_file --
name namespace-name  --workspace-id my-workspace-id --region region

3. アラートマネージャー設定が有効になるまで、数秒かかります。ステータスを確認するには、次のコ
マンドを入力します。

aws amp describe-rule-groups-namespace --workspace-id workspace_id --name namespace-
name --region region

もしそうならACTIVE、statusルール・ファイルは有効になっています。

ルール設定ファイルの編集
ルール設定ファイルをコンソールで直接編集することはできません。代わりに、新しいルールファイルを
アップロードして置き換えます。オプションで、現在のファイルをダウンロードしてテキストエディター
で編集し、新しいバージョンをアップロードできます。

Amazon マネージドサービス for Prometheus コンソールを使用してルール設定を編集するには

1. Amazon Managed Service for Prometheus を開きます。https://console.aws.amazon.com/prometheus/
2. ページの左上隅にある、メニューアイコンを選択し、[すべてのワークスペース] を選択します。
3. ワークスペースのワークスペース ID を選択し、[ルール管理] タブを選択します。
4. （オプション）現在のルール設定ファイルを編集することから始める場合は、「ダウンロード」また

は「コピー」を選択します。
5. 新しいルールファイルの準備ができたら、[Replace] を選択します。
6. [ファイルを選択] を選択し、新しいルール定義ファイルを選択して、[続行] を選択します。
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AWS CLIを使用してルール設定ファイルを編集するには

1. ルールファイルの内容を Base64 でエンコードします。Linux では、次のコマンドを使用できます。

base64 input-file output-file

macOS では、次のコマンドを使用できます。

openssl base64 input-file output-file

2. 次のコマンドのいずれかを入力して、新しいファイルをアップロードします。

AWS CLIバージョン 2 では、次のように入力します。

aws amp put-rule-groups-namespace --data file://path_to_base_64_output_file --
name namespace-name  --workspace-id my-workspace-id --region region

AWS CLIバージョン 1 では、次のように入力します。

aws amp put-rule-groups-namespace --data fileb://path_to_base_64_output_file --
name namespace-name  --workspace-id my-workspace-id --region region

3. ルールファイルがアクティブになるまで、数秒かかります。ステータスを確認するには、次のコマン
ドを入力します。

aws amp describe-rule-groups-namespace --workspace-id workspace_id --name namespace-
name --region region

もしそうならACTIVE、statusルール・ファイルは有効になっています。それまでは、このルール・
ファイルの以前のバージョンはまだ有効です。

トラブルシューティングルーラー
を使用すると CloudWatch アマゾンログ (p. 63)、アラートマネージャーとルーラーに関連する問題をト
ラブルシューティングできます。このセクションには、ルーラー関連のトラブルシューティングのトピッ
クが含まれています。

ログに次のルーラー障害エラーが含まれている場合

{ 
    "workspaceId": "ws-12345c67-89c0-4d12-345b-f14db70f7a99", 
    "message": { 
        "log": "Evaluating rule failed, name=failure, 
 group=canary_long_running_vl_namespace, namespace=canary_long_running_vl_namespace, 
 err=found duplicate series for the match group {dimension1=\\\"1\\\"} on the right hand-
side of the operation: [{__name__=\\\"fake_metric2\\\", dimension1=\\\"1\\\", dimension2=
\\\"b\\\"}, {__name__=\\\"fake_metric2\\\", dimension1=\\\"1\\\", dimension2=\\\"a\\
\"}];many-to-many matching not allowed: matching labels must be unique on one side", 
        "level": "ERROR", 
        "name": "failure", 
        "group": "canary_long_running_vl_namespace", 
        "namespace": "canary_long_running_vl_namespace" 
    }, 
    "component": "ruler"
} 
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これは、ルールの実行中に何らかのエラーが発生したことを意味します。

実行するアクション

エラーメッセージを使用して、ルール実行のトラブルシューティングを行います。
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アラート・マネージャー
Amazon Managed Service for Prometheus が実行するアラートルールが実行されると、アラートマネー
ジャーが送信されたアラートを処理します。アラートを重複排除、グループ化し、下流の受信者にルー
ティングします。Amazon マネージドサービス for Prometheus は Amazon 簡易通知サービスのみを受信者
としてサポートし、同じアカウントの Amazon SNS トピックにメッセージをルーティングできます。ア
ラートマネージャーを使用して、アラートを消音したり禁止したりすることもできます。

アラートマネージャーは、Prometheus のアラートマネージャーと同様の機能を提供します。

アラートマネージャーの設定ファイルは次の用途に使用できます。

• グループ化 — グループ化すると、類似のアラートが 1 つの通知にまとめられます。これは、多数のシ
ステムが同時に障害を起こし、何百ものアラートが同時に発生する可能性がある大規模な停止時に特に
役立ちます。たとえば、ネットワーク障害により、多くのノードに同時に障害が発生するとします。こ
れらの種類のアラートがグループ化されている場合、アラートマネージャーは通知を 1 回送信します。

アラートのグループ化とグループ化された通知のタイミングは、アラートマネージャー構成ファイルの
ルーティングツリーによって構成されます。詳細については、を参照してくださいhttps://prometheus.io/ 
docs/alerting/latest/configuration/#route<route>。

• 抑制 — 他の特定のアラートがすでに発生している場合、禁止すると特定のアラートの通知が抑制さ
れます。たとえば、クラスターにアクセスできないというアラートが発生している場合、そのクラス
ターに関する他のすべてのアラートをミュートするようにアラートマネージャーを設定できます。こ
れにより、実際の問題とは無関係な数百または数千のアラートが発生しても通知されなくなります。
禁止規則の記述方法の詳細については、を参照してくださいhttps://prometheus.io/docs/alerting/latest/ 
configuration/#inhibit_rule<inhibit_rule>。

• サイレンス — メンテナンスウィンドウ中など、指定した時間だけアラートをミュートします。受信ア
ラートは、アクティブなサイレンスのすべての等式マッチまたは正規表現マッチャーと一致するかどう
かがチェックされます。その場合、そのアラートに関する通知は送信されません。

サイレンスを作成するには、PutAlertManagerSilences API を使用します。詳細については、
「PutAlertManagerSilences (p. 167)」を参照してください。

Prometheus ステンプレート

スタンドアロンの Prometheus は、別々のテンプレートファイルを使用したテンプレート化をサポートし
ています。テンプレートは、とりわけ条件を使用したり、データをフォーマットしたりできます。

Amazon Managed Service for Prometheus では、テンプレートをアラートマネージャー設定と同じアラー
トマネージャー設定ファイルに入れます。

トピック
• 必要な IAM アクセス許可 (p. 47)
• アラートマネージャー設定ファイルの作成 (p. 47)
• アラートレシーバーのセットアップ (p. 49)
• アラートマネージャー設定ファイルを Amazon Managed Service for Prometheus にアップロードす

る (p. 54)
• アラートを Amazon マネージド Grafana またはオープンソースの Grafana と統合する (p. 56)
• アラート・マネージャーのトラブルシューティング (p. 58)
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必要な IAM アクセス許可
ユーザーには、Amazon Managed Service for Prometheus のルールを使用するアクセス許可を付与する必
要があります。以下のアクセス許可を含むAWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーを作成
し、そのポリシーをユーザー、グループ、ロールに割り当てます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "aps: CreateAlertManagerDefinition", 
                "aps: DescribeAlertManagerSilence", 
                "aps: DescribeAlertManagerDefinition", 
                "aps: PutAlertManagerDefinition", 
                "aps: DeleteAlertManagerDefinition", 
                "aps: ListAlerts", 
                "aps: ListRules", 
                "aps: ListAlertManagerReceivers", 
                "aps: ListAlertManagerSilences", 
                "aps: ListAlertManagerAlerts", 
                "aps: ListAlertManagerAlertGroups", 
                "aps: GetAlertManagerStatus", 
                "aps: GetAlertManagerSilence", 
                "aps: ListAlertManagerSilences", 
                "aps: PutAlertManagerSilences", 
                "aps: DeleteAlertManagerSilence", 
                "aps: CreateAlertManagerAlerts" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

アラートマネージャー設定ファイルの作成
Amazon マネージドサービス for Prometheus でアラートマネージャーとテンプレートを使用するには、ア
ラートマネージャー設定 YAML ファイルを作成します。Amazon マネージドサービス for Prometheus ア
ラートマネージャーファイルには、主に 2 つのセクションがあります。

• template_files:テンプレートが含まれています。詳細については、Prometheus ドキュメントの
「テンプレートリファレンス」と「テンプレートサンプル」を参照してください。

• alertmanager_config:アラートマネージャーの設定が含まれています。これは、スタンドア
ロンの Prometheus のアラートマネージャー設定ファイルと同じ構造を使用します。詳細について
は、Alertmanager ドキュメントの「設定」を参照してください。

Note

上記の Prometheusrepeat_interval ドキュメントで説明されている設定には、Amazon マ
ネージドサービス for Prometheus にはさらに制限があります。最大許容値は 5 日間です。5 日
より長く設定した場合、5 日間として扱われ、5 日が経過すると通知が再度送信されます。

Amazon Managed Service for Prometheus では、アラートマネージャー設定ファイル
に、YAMLalertmanager_config ファイルのルートにあるキーの中に、すべてのアラートマネージャー
設定コンテンツが含まれている必要があります。
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以下は、アラートマネージャーの基本的な設定ファイルの例です。

alertmanager_config: | 
  route: 
    receiver: 'default' 
  receivers: 
    - name: 'default' 
      sns_configs: 
      - topic_arn: arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:My-Topic 
        sigv4: 
          region: us-east-2 
        attributes: 
          key: key1 
          value: value1

現在サポートされている唯一の受信者は、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)。設定に他
のタイプのレシーバがリストされている場合、そのレシーバは拒否されます。

次に、template_filesalertmanager_configブロックとブロックの両方を使用するアラートマネー
ジャー設定ファイルの例をもう1つ示します。

template_files: 
  default_template: | 
    {{ define "sns.default.subject" }}[{{ .Status | toUpper }}{{ if eq .Status "firing" }}:
{{ .Alerts.Firing | len }}{{ end }}]{{ end }} 
    {{ define "__alertmanager" }}AlertManager{{ end }} 
    {{ define "__alertmanagerURL" }}{{ .ExternalURL }}/#/alerts?receiver={{ .Receiver | 
 urlquery }}{{ end }}
alertmanager_config: | 
  global: 
  templates: 
    - 'default_template' 
  route: 
    receiver: default 
  receivers: 
    - name: 'default' 
      sns_configs: 
      - topic_arn: arn:aws:sns:us-east-2:accountid:My-Topic 
        sigv4: 
          region: us-east-2 
        attributes: 
          key: severity 
          value: SEV2

デフォルトの Amazon SNS テンプレートブロック

デフォルトの Amazon SNS 設定では、明示的にオーバーライドしない限り、次のテンプレートを使用しま
す。

{{ define "sns.default.message" }}{{ .CommonAnnotations.SortedPairs.Values | join " " }} 
  {{ if gt (len .Alerts.Firing) 0 -}} 
  Alerts Firing: 
    {{ template "__text_alert_list" .Alerts.Firing }} 
  {{- end }}  
  {{ if gt (len .Alerts.Resolved) 0 -}}  
  Alerts Resolved: 
    {{ template "__text_alert_list" .Alerts.Resolved }} 
  {{- end }}
{{- end }}
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アラートレシーバーのセットアップ
Amazon Managed Service for Prometheus で現在サポートされているアラートレシーバーは、Amazon 
Simple Notification Service (Amazon SNS) だけです。詳細については、「Amazon SNS とは」を参照して
ください。 。

トピック
• (オプション) New Amazon SNS トピックの作成 (p. 49)
• Amazon SNS トピックにメッセージを送信するアクセス権限をPrometheus 用 Amazon マネージド

サービスに付与する (p. 49)
• アラートマネージャー設定ファイルで Amazon SNS トピックを指定する (p. 51)
• (オプション) JSON を Amazon SNS に出力するようにアラートマネージャーを設定する (p. 52)
• (オプション) Amazon SNS から他の宛先への送信 (p. 53)
• SNS 受信者メッセージの検証と切り捨てルール (p. 53)

(オプション) New Amazon SNS トピックの作成
新しい Amazon SNS トピックを作成することも、既存のトピックを使用することもできます。アラートを
トピックから電子メール、SMS、または HTTP に転送できるように、標準タイプのトピックを使用するこ
とをお勧めします。

アラートマネージャーの受信者として使用する新しい Amazon SNS トピックを作成するには、「ステップ 
1: トピックを作成する」の手順に従います。トピックタイプには必ず「標準」を選択してください。

その Amazon SNS トピックにメッセージが送信されるたびに E メールを受信したい場合は、「ステップ 
2: トピックのサブスクリプションを作成する」の手順に従ってください。

Amazon SNS トピックにメッセージを送信するアクセ
ス権限をPrometheus 用 Amazon マネージドサービス
に付与する
Amazon SNS トピックにメッセージを送信するには、Amazon マネージドサービス for Prometheus への
アクセス許可を与える必要があります。Condition次のポリシーステートメントには、混乱を招く代理人
のセキュリティ問題を防ぐのに役立つステートメントが含まれています。Conditionこのステートメント
は、Amazon SNS トピックへのアクセスを制限して、この特定のアカウントと Amazon マネージドサービ
ス for Prometheus ワークスペースからの操作のみを許可するように制限しています。混乱した代理に関す
る問題の詳細については、「サービス間の混乱した代理の防止 (p. 50)」を参照してください。

Amazon マネージドサービス for Prometheus に Amazon SNS トピックにメッセージを送信する
権限を与えるには

1. Amazon SNS コンソール (https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Topics] (トピック) を選択します。
3. Amazon マネージドサービス for Prometheus で使用しているトピックの名前を選択してください。
4. [編集] を選択します。
5. アクセスポリシーを選択し、次のポリシーステートメントを既存のポリシーに追加します。

{ 
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    "Sid": "Allow_Publish_Alarms", 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
        "Service": "aps.amazonaws.com" 
    }, 
    "Action": [ 
        "sns:Publish", 
        "sns:GetTopicAttributes" 
    ], 
    "Condition": { 
        "ArnEquals": { 
            "aws:SourceArn": "workspace_ARN" 
        }, 
        "StringEquals": { 
            "AWS:SourceAccount": "account_id" 
        } 
    }, 
    "Resource": "arn:aws:sns:region:account_id:topic_name"
}

[オプション] SNS トピックでサービス側暗号化 (SSE) が有効になっている場合は、"Action"ブロッ
ク内の KMS キーポリシーに次の権限を追加する必要があります。詳細については、「SNS トピック
のAWS KMS アクセス許可」を参照してください。

    kms:GenerateDataKey 
    kms:Decrypt

6. [変更の保存] を選択します。

Note

デフォルトでは、Amazon SNS は条件をオンにしてアクセスポリシーを作成しま
すAWS:SourceOwner。詳細については、「SNS アクセスポリシー」を参照してください。

Note

IAM は、最も制限の厳しいポリシーの第 1 ルールに従います。SNS トピックで、文書化されてい
る Amazon SNS ポリシーブロックよりも制限の厳しいポリシーブロックがある場合、トピック
ポリシーへのアクセス権限は付与されません。ポリシーを評価して付与された内容を確認するに
は、「ポリシー評価ロジック」を参照してください。

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

リソースポリシーの Amazon Managed Service for Prometheus に
は、aws:SourceArnaws:SourceAccountおよびグローバル条件コンテキストコンテキストキーを使用
して、Amazon Managed Service for Prometheus 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。両方のグローバル条件コンテキストキーを使用しており、それらが同じポリシーステー
トメントで使用されるときは、aws:SourceAccount 値と、aws:SourceArn 値のアカウントが同じアカ
ウント ID を使用する必要があります。
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で Amazon SNS トピックを指定する

の値は、Amazon Managed Service for Prometheus ワークスペースの ARNaws:SourceArn でなければな
りません。

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

に示したポリシーでは、「混乱した代理」問題を回避するために、Amazon Managed Service for 
Prometheus 用 Amazon Managed Service for Prometheusaws: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」Amazon SNS トピックにメッセージを送信するアクセス
権限をPrometheus 用 Amazon マネージドサービスに付与する (p. 49) 問題を回避する方法を示しま
す。aws:SourceArn

アラートマネージャー設定ファイルで Amazon SNS 
トピックを指定する
これで、Amazon SNS レシーバーをアラートマネージャーの設定に追加できます。これを行うに
は、Amazon SNS トピックの Amazon リソースネーム (ARN) を知っている必要があります。

Amazon SNS レシーバー設定の詳細についてはhttps://prometheus.io/docs/alerting/latest/configuration/ 
#sns_configs、<sns_configs>Prometheus 設定ドキュメントのを参照してください。

サポートされていないプロパティ

Amazon Managed Service for Prometheus 用 Amazon Managed Service for Prometheus 用 Amazon SNS 
は、アラートの受信者としてサポートします。ただし、サービスの制約のため、Amazon SNS レシーバー
のすべてのプロパティがサポートされているわけではありません。以下のプロパティは、Amazon マネー
ジドサービス for Prometheus アラートマネージャー設定ファイルでは使用できません。

• api_url:— Amazon マネージドサービス for Prometheusapi_url が代わりに設定するので、このプロ
パティは許可されていません。

• Http_config— このプロパティでは、外部プロキシを設定できます。Amazon Managed Service for 
Prometheus は、現在こちらをサポートしていません。

さらに、SIGv4 設定には Region プロパティが必要です。リージョンプロパティがないと、Amazon マ
ネージドサービス for Prometheus には認証リクエストを行うための十分な情報がありません。

Amazon SNS トピックを受信者としてアラートマネージャーを設定するには

1. 既存のアラートマネージャー設定ファイルを使用している場合は、テキストエディターで開きます。
2. receiversブロックに Amazon SNS 以外の現在の受信者がいる場合は、それらを削除します。複数

の Amazon SNSsns_config トピックをブロック内の別々のブロックに配置することで、受信者にな
るように設定できます。receivers

3. receiversセクション内に次の YAML ブロックを追加します。

- name: name_of_receiver
  sns_configs: 
    - sigv4: 
        region: region
    topic_arn: ARN_of_SNS_topic
    subject: somesubject
    attributes: 
       key: somekey
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       value: somevalue

asubject が指定されていない場合、デフォルトでは、ラベル名と値を含むデフォルトテンプレートで
件名が生成されるため、SNS には値が長すぎる可能性があります。件名に適用されるテンプレートを
変更するには、(オプション) JSON を Amazon SNS に出力するようにアラートマネージャーを設定す
る (p. 52)このガイドのを参照してください。

次に、アラートマネージャー設定ファイルを Amazon Managed Service for Prometheus にアップロードす
る必要があります。詳細については、「アラートマネージャー設定ファイルを Amazon Managed Service 
for Prometheus にアップロードする (p. 54)」を参照してください。

(オプション) JSON を Amazon SNS に出力するよう
にアラートマネージャーを設定する
アラートを JSON 形式で送信するようにアラートマネージャーを設定できます。これにより、Amazon 
SNSAWS Lambda のダウンストリームのウェブフック受信エンドポイント内またはウェブフック受信エ
ンドポイントで処理できます。Amazon Managed Service for Prometheus アラートマネージャーで提供さ
れるデフォルトのテンプレートでは、メッセージペイロードがテキストリスト形式で出力されるため、解
析が簡単ではない場合があります。デフォルトのテンプレートを使用する代わりに、メッセージの内容を 
JSON で出力するカスタムテンプレートを定義できるため、ダウンストリーム関数での解析が容易になり
ます。

アラートマネージャーから Amazon SNS にメッセージを JSON 形式で出力するには、アラートマネー
ジャーの設定を更新して、template_filesルートセクション内に次のコードが含まれるようにします。

default_template: | 
   {{ define "sns.default.message" }}{{ "{" }}"receiver": "{{ .Receiver }}","status": 
 "{{ .Status }}","alerts": [{{ range $alertIndex, $alerts := .Alerts }}{{ if 
 $alertIndex }}, {{ end }}{{ "{" }}"status": "{{ $alerts.Status }}"{{ if 
 gt (len $alerts.Labels.SortedPairs) 0 -}},"labels": {{ "{" }}{{ range 
 $index, $label := $alerts.Labels.SortedPairs }}{{ if $index }}, 
 {{ end }}"{{ $label.Name }}": "{{ $label.Value }}"{{ end }}{{ "}" }}{{- end }}
{{ if gt (len $alerts.Annotations.SortedPairs ) 0 -}},"annotations": {{ "{" }}
{{ range $index, $annotations := $alerts.Annotations.SortedPairs }}{{ if 
 $index }}, {{ end }}"{{ $annotations.Name }}": "{{ $annotations.Value }}"{{ end }}
{{ "}" }}{{- end }},"startsAt": "{{ $alerts.StartsAt }}","endsAt": 
 "{{ $alerts.EndsAt }}","generatorURL": "{{ $alerts.GeneratorURL }}","fingerprint": 
 "{{ $alerts.Fingerprint }}"{{ "}" }}{{ end }}]{{ if gt (len .GroupLabels) 0 
 -}},"groupLabels": {{ "{" }}{{ range $index, $groupLabels := .GroupLabels.SortedPairs }}
{{ if $index }}, {{ end }}"{{ $groupLabels.Name }}": "{{ $groupLabels.Value }}"{{ end }}
{{ "}" }}{{- end }}{{ if gt (len .CommonLabels) 0 -}},"commonLabels": {{ "{" }}
{{ range $index, $commonLabels := .CommonLabels.SortedPairs }}{{ if $index }}, 
 {{ end }}"{{ $commonLabels.Name }}": "{{ $commonLabels.Value }}"{{ end }}{{ "}" }}{{- 
 end }}{{ if gt (len .CommonAnnotations) 0 -}},"commonAnnotations": {{ "{" }}{{ range 
 $index, $commonAnnotations := .CommonAnnotations.SortedPairs }}{{ if $index }}, 
 {{ end }}"{{ $commonAnnotations.Name }}": "{{ $commonAnnotations.Value }}"{{ end }}
{{ "}" }}{{- end }}{{ "}" }}{{ end }} 
   {{ define "sns.default.subject" }}[{{ .Status | toUpper }}{{ if eq .Status "firing" }}:
{{ .Alerts.Firing | len }}{{ end }}]{{ end }}

このテンプレートが送信通知に確実に使用されるようにするには、alertmanager_config以下のように
ブロック内で参照してください。

alertmanager_config: | 
  global: 
  templates: 
    - 'default_template'
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Note

このテンプレートは JSON 形式のメッセージ本文全体を対象としています。このテンプレートは
メッセージ本文全体を上書きします。この特定のテンプレートを使用する場合は、メッセージ本
文を上書きすることはできません。手動で行ったオーバーライドは、テンプレートよりも優先さ
れます。

(オプション) Amazon SNS から他の宛先への送信
現在、Prometheus 用 Amazon マネージドサービスでは、Amazon SNS にのみアラートメッセージを直接
送信できます。これらのメッセージを E メール、ウェブフック、Slack、などの他の宛先に送信するよう
に Amazon SNS を設定できます OpsGenie。

Email(メール)
メッセージを E メールに出力するように Amazon SNS トピックを設定するには、サブスクリプションを
作成します。Amazon SNS コンソールで、「購読」タブを選択し、購読リストページを開きます。[サブ
スクリプションを作成] を選択し、[電子メール] を選択します。Amazon SNS は、リストの E メールアド
レスに確認メールを送信します。確認を受け入れると、登録したトピックからの Amazon SNS 通知を E 
メールとして受け取ることができます。詳細については、「Amazon SNS トピックにサブスクライブす
る」を参照してください。

Webhook
メッセージをウェブフックエンドポイントに出力するように Amazon SNS トピックを設定するには、サ
ブスクリプションを作成します。Amazon SNS コンソールで、「購読」タブを選択し、購読リストページ
を開きます。[サブスクリプションを作成] を選択し、[HTTP/HTTPS] を選択します。サブスクリプション
を作成したら、確認手順に従ってサブスクリプションをアクティベートする必要があります。アクティブ
になると、HTTP エンドポイントは Amazon SNS 通知を受け取るはずです。詳細については、「Amazon 
SNS トピックにサブスクライブする」を参照してください。Slack のwebhook を使用してメッセージをさ
まざまな宛先に発行する方法の詳細については、「webhook を使用して Amazon Chime、Slack、または 
Microsoft Teams に送信するには」を参照してください。

Slack
メッセージを Slack に出力するように Amazon SNS トピックを設定するには、2 つのオプションがあり
ます。Slack email-to-channel のインテグレーションと統合して Slack がメールメッセージを受け付けて 
Slack チャンネルに転送できるようにするか、Lambda 関数を使用して Amazon SNS 通知を Slack に書き
換えることができます。Slack チャンネルへのメール転送について詳しくは、「AWSSlack Webhook の 
SNS トピック購読の確認」を参照してください。Amazon SNS メッセージを Slack に変換する Lambda 
関数を構築する方法の詳細については、「Amazon マネージドサービス for Prometheus と Slack を統合す
る方法」を参照してください。

OpsGenie
メッセージを出力するように Amazon SNS トピックを設定する方法については OpsGenie、「Opsgenie 
を受信 Amazon SNS と統合する」を参照してください。

SNS 受信者メッセージの検証と切り捨てルール
SNS メッセージは、必要に応じて SNS 受信者によって次のルールに基づいて検証、切り捨て、または変
更されます。

• メッセージには UTF 以外の文字が含まれています。
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• メッセージは「エラー-有効な UTF-8 エンコード文字列ではありません」に置き換えられます。
• キーが「truncated」、値が「true」のメッセージ属性が1つ追加されます
• キーが「変更されました」と「メッセージ:エラー-有効な UTF-8 でエンコードされた文字列ではあり

ません」の値を含む 1 つのメッセージ属性が追加されます。
• メッセージは空です。

• メッセージは「エラー-メッセージは空であってはなりません」に置き換えられます。
• 「変更済み」というキーと「メッセージ:エラー-メッセージは空であってはなりません」という値を

持つメッセージ属性が1つ追加されます。
• メッセージは切り捨てられました。

• メッセージの内容は切り捨てられます。
• キーが「truncated」、値が「true」のメッセージ属性が1つ追加されます
• 「変更済み」というキーと「メッセージ:エラー-メッセージのサイズ制限が 256 KB を超えているた

め、X KB から切り捨てられました」の値を含む 1 つのメッセージ属性が追加されます。
• 件名は ASCII ではありません。

• 件名は「エラー-印刷できない ASCII 文字が含まれています」に置き換えられます。
• キーが「変更済み」で、値が「件名:エラー-印刷できない ASCII 文字が含まれています」というメッ

セージ属性が 1 つ追加されます。
• 件名は切り捨てられました。

• 件名の内容は切り捨てられます。
• メッセージ属性に「変更済み」というキーと「件名:エラー-件名が 100 文字のサイズ制限を超えてい

るため X 文字から切り捨てられました」という値が追加されます。
• メッセージ属性に無効なキー/値があります。

• 無効なメッセージ属性は削除されます。
• 「modified」というキーと「=」の値を持つメッセージ属性が 1 つ追加されます。

エラー-メッセージ属性の X MessageAttributeKey が無効なために削除されました 
MessageAttributeValue。」MessageAttribute

• メッセージ属性は切り捨てられました。
• 余分なメッセージ属性は削除されます。
• キーが「modified」で、値が「modified」のメッセージ属性が 1 つ追加されます。エラー-メッセージ

属性の X は 256 KB のサイズ制限を超えているため削除されました。MessageAttribute

アラートマネージャー設定ファイルを Amazon 
Managed Service for Prometheus にアップロード
する

次に、アラートマネージャー設定ファイルを Amazon Managed Service for Prometheus にアップロードす
る必要があります。AWS CLIアップロードするには、コンソールまたはを使用します。

Amazon マネージドサービス for Prometheus コンソールを使用してアラートマネージャーの設定
をアップロードするには

1. Prometheus 用 Amazon Managed Service for Prometheus 用 Amazon Managed Service for 
Prometheus コンソール用 https://console.aws.amazon.com/prometheus/

2. ページの左上隅にあるメニューアイコンを選択し、[All workspace] を選択します。
3. ワークスペースのワークスペース ID を選択し、[アラートマネージャ] タブを選択します。
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4. ワークスペースにアラートマネージャーの定義がまだない場合は、「定義を追加」を選択します。
ワークスペースに置換したいアラートマネージャー定義がある場合は、「定義を置換」を選択しま
す。

5. [ファイルを選択] を選択し、アラートマネージャー定義ファイルを選択して、[続行] を選択します。

を使用してアラートマネージャーの設定をワークスペースに初めてアップロードするにはAWS 
CLI

1. アラートマネージャーファイルの内容を Base64 でエンコードします。Linux では、次のコマンドを
使用できます。

base64 input-file output-file

macOS では、次のコマンドを使用できます。

openssl base64 input-file output-file

2. ファイルをアップロードするには、次のコマンドのいずれかを入力します。

AWS CLIバージョン 2 では、次のように入力します。

aws amp create-alert-manager-definition --data file://path_to_base_64_output_file --
workspace-id my-workspace-id --region region

AWS CLIバージョン 1 では、次のように入力します。

aws amp create-alert-manager-definition --data fileb://path_to_base_64_output_file --
workspace-id my-workspace-id --region region

3. Alert Manager の設定が有効になるまで、数秒かかります。ステータスを確認するには、次のコマンド
を入力します。

aws amp describe-alert-manager-definition --workspace-id workspace_id --region region

statusその場合はACTIVE、新しいアラートマネージャーの定義が有効になっています。

を使用してワークスペースのアラートマネージャー設定を新しいものに置き換えるにはAWS CLI

1. アラートマネージャーファイルの内容を Base64 でエンコードします。Linux では、次のコマンドを
使用できます。

base64 input-file output-file

macOS では、次のコマンドを使用できます。

openssl base64 input-file output-file

2. ファイルをアップロードするには、次のコマンドのいずれかを入力します。

AWS CLIバージョン 2 では、次のように入力します。

aws amp put-alert-manager-definition --data file://path_to_base_64_output_file --
workspace-id my-workspace-id --region region
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AWS CLIバージョン 1 では、次のように入力します。

aws amp put-alert-manager-definition --data fileb://path_to_base_64_output_file --
workspace-id my-workspace-id --region region

3. 新しいアラート・マネージャー構成が有効になるまで、数秒かかります。ステータスを確認するに
は、次のコマンドを入力します。

aws amp describe-alert-manager-definition --workspace-id workspace_id --region region

statusその場合はACTIVE、新しいアラートマネージャーの定義が有効になっています。それまで
は、以前のアラートマネージャー設定はアクティブのままです。

アラートを Amazon マネージド Grafana または
オープンソースの Grafana と統合する

Amazon マネージド Service for Prometheus 内の Alertmanager で作成したアラートルールは、Amazon マ
ネージド Grafana と Grafana で転送および表示できるため、アラートルールとアラートが 1 つの環境に統
合されます。Amazon マネージド Grafana では、アラートルールと生成されたアラートを表示できます。

前提条件
Amazon マネージドサービス for Prometheus を Amazon マネージド Grafana に統合する前に、以下の前
提条件を満たしている必要があります。

• PrometheusAWS アカウント および IAM ロール用の Amazon マネージドサービスをプログラム的に作
成するには、既存の認証情報と IAM 認証情報が必要です。

AWS アカウントおよび IAM 認証情報の作成方法の詳細については、「」を参照してくださいセット
アップ (p. 3)。

• Amazon マネージドサービス for Prometheus ワークスペースがあり、そこにデータを取り込んでい
る必要があります。新しいワークスペースを設定するには、を参照してくださいワークスペースの作
成 (p. 5)。また、アラートマネージャーやルーラーなどのPrometheus 概念にも精通している必要があり
ます。これらのトピックの詳細については、Prometheus のドキュメントを参照してください。

• Alertmanager の設定とルールファイルが Amazon マネージドサービスの Prometheus ですでに設定され
ています。Prometheus の Amazon Managed Service for Prometheus の詳細については、「」を参照し
てくださいアラート・マネージャー (p. 46)。ルールの詳細については、「記録ルールとアラートルー
ル (p. 41)」を参照してください。

• Amazon マネージド Grafana をセットアップするか、オープンソースバージョンの Grafana を実行して
いる必要があります。
• Amazon マネージド Grafana を使用している場合は、Grafana アラートを使用する必要があります。

詳細については、「レガシーダッシュボードアラートの Grafana アラートへの移行」を参照してくだ
さい。

• オープンソースバージョンの Grafana を使用している場合は、バージョン 9.1 以降を実行している必
要があります。

Note

以前のバージョンの Grafana も使用できますが、統合アラート (Grafana アラート) 機能を有
効にする必要があります。また、Grafana から Amazon マネージドサービス for Prometheus 
を呼び出すには sigv4 プロキシの設定が必要になる場合があります。詳細については、
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Amazon Managed Managed Managed 
Managed Managed Managed Service

「Grafana オープンソースまたは Grafana エンタープライズを Amazon マネージドサービス
用の Prometheus で使用するように設定する (p. 28)」を参照してください。

• Managed Managed Managed Managed Managed Managed Managed Managed Managed Managed 
Managed Service には、次のアクセス許可が必要です。で説明されているサービス管理ポリシーまた
は顧客管理ポリシーのいずれかに追加する必要がありますhttps://docs.aws.amazon.com/grafana/latest/ 
userguide/AMG-manage-permissions.html。
• aps:ListRules

• aps:ListAlertManagerSilences

• aps:ListAlertManagerAlerts

• aps:GetAlertManagerStatus

• aps:ListAlertManagerAlertGroups

• aps:PutAlertManagerSilences

• aps:DeleteAlertManagerSilences

Amazon Managed Managed Managed Managed 
Managed Managed Service
Amazon マネージドサービス for Prometheus インスタンスですでにルールとアラートを設定している場
合、それらのアラートのダッシュボードとして Amazon マネージド Grafana を使用する設定は、すべて 
Amazon マネージド Grafana 内で行われます。

Amazon マネージド Grafana をアラートダッシュボードとして設定するには

1. ワークスペースの Grafana コンソールを開きます。
2. [構成] で [データソース] を選択します。
3. Prometheus データソースを作成するか、開いてください。以前に Prometheus データソースを設定し

たことがない場合は、Prometheus データソースを Grafana に追加 (p. 29)詳細についてを参照してく
ださい。

4. Prometheus データソースで、「アラートマネージャー UI でアラートを管理」を選択します。
5. データソースインターフェースに戻ります。
6. 新しいアラートマネージャーデータソースを作成します。
7. Alertmanager データソース設定ページで、次の設定を追加します。

• 「実装」をに設定しますPrometheus。
• URL 設定には、Prometheus ワークスペースの URL を使用し、ワークスペース ID の後のものをす

べて削除し、/alertmanager最後に追加します。たとえば、https://aps-workspaces.us-
east1.amazonaws.com/workspaces/ws-example-1234-5678-abcd-xyz00000001/
alertmanager。

• [認証] で [SIGv4Auth] をオンにします。これにより、AWSリクエストに認証を使用するように
Grafana に指示されます。

• SigV4Auth の詳細の「デフォルトリージョン」に、たとえば Prometheus インスタンスのリージョ
ンを入力しますus-east-1。

• デフォルトオプションをに設定しますtrue。
8. [Save and test] を選択します。
9. これで、Amazon マネージドサービスの Prometheus アラートが Grafana インスタンスと連携するよ

うに設定されているはずです。Amazon Managed Service for Prometheus インスタンスのアラート
ルール、アラートグループ (アクティブなアラートを含む)、およびサイレンスが Grafana アラート
ページに表示されていることを確認します。
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アラート・マネージャーのトラブルシューティング

アラート・マネージャーのトラブルシューティング
を使用すると CloudWatch アマゾンログ (p. 63)、アラートマネージャーとルーラーに関連する問題を
トラブルシューティングできます。このセクションには、Alert Manager関連のトラブルシューティングト
ピックが含まれています。

トピック
• 空です。 (p. 58)
• 非 ASCII 警告をテストする (p. 58)
• key/value警告が無効です (p. 59)
• メッセージ制限警告 (p. 59)
• resource based ポリシーエラーなし (p. 59)

空です。
ログに次の警告が含まれている場合

{ 
   "workspaceId": "ws-efdc5b42-b051-11ec-b123-4567ac120002", 
   "message": { 
       "log": "Message has been modified because the content was empty." 
       "level": "WARN" 
   }, 
   "component": "alertmanager"
}

これは、アラートマネージャーテンプレートがアウトバウンドアラートを空のメッセージに解決したこと
を意味します。

実行するアクション

アラートマネージャーのテンプレートを検証し、すべての受信者経路に有効なテンプレートがあることを
確認します。

非 ASCII 警告をテストする
ログに次の警告が含まれている場合

{ 
   "workspaceId": "ws-efdc5b42-b051-11ec-b123-4567ac120002", 
   "message": { 
       "log": "Subject has been modified because it contains control or non-ASCII 
 characters." 
       "level": "WARN" 
   }, 
   "component": "alertmanager"
}

つまり、件名に ASCII I I 以外の文字が含まれているということです。

実行するアクション

テンプレートの件名フィールドから、ASCII 以外の文字を含む可能性のあるラベルへの参照を削除しま
す。
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key/value警告が無効です
ログに次の警告が含まれている場合

{ 
   "workspaceId": "ws-efdc5b42-b051-11ec-b123-4567ac120002", 
   "message": { 
       "log": "MessageAttributes has been removed because of invalid key/value, 
 numberOfRemovedAttributes=1" 
       "level": "WARN" 
   }, 
   "component": "alertmanager"
}

これは、キー/値が無効なため、一部のメッセージ属性が削除されたことを意味します。

実行するアクション

メッセージ属性の入力に使用しているテンプレートを再評価し、有効な SNS メッセージ属性に変換されて
いることを確認します。Amazon SNS トピックへのメッセージの検証の詳細については、「SNS トピック
の検証」を参照してください。

メッセージ制限警告
ログに次の警告が含まれている場合

{ 
   "workspaceId": "ws-efdc5b42-b051-11ec-b123-4567ac120002", 
   "message": { 
       "log": "Message has been truncated because it exceeds size limit, originSize=266K, 
 truncatedSize=12K" 
       "level": "WARN" 
   }, 
   "component": "alertmanager"
}

これは、メッセージサイズの一部が大きすぎることを意味します。

実行するアクション

アラート受信者メッセージテンプレートを見て、サイズ制限内に収まるように作り直してください。

resource based ポリシーエラーなし
ログに次のエラーが含まれている場合

{ 
   "workspaceId": "ws-efdc5b42-b051-11ec-b123-4567ac120002", 
   "message": { 
       "log": "Notify for alerts failed, AMP is not authorized to perform: SNS:Publish on 
 resource: arn:aws:sns:us-west-2:12345:testSnsReceiver because no resource-based policy 
 allows the SNS:Publish action" 
       "level": "ERROR" 
   }, 
   "component": "alertmanager"
}
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resource based ポリシーエラーなし

つまり、Amazon マネージドサービス for Prometheus には、指定した SNS トピックにアラートを送信す
る権限がないということです。

実行するアクション

SNS トピックポリシーが Amazon マネージドサービス for Prometheus に SNS メッセージをトピックに送
信する権限を付与していることを検証します。IAM ポリシーシミュレーターを使用してトピックポリシー
を IAM ポリシーシミュレーターに対して検証するには、IAM ポリシーシミュレーターを使用した IAM ポ
リシーのテストを参照してください。IAM ロールに必要なアクセス許可とポリシーがあることを確認しま
す。IAM アクセス許可とポリシーの詳細については、「IAM アクセス許可とポリシー」を参照してくださ
い。
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CloudWatch アマゾンの指標

ログ記録とモニタリング
Amazon マネージドサービス for Prometheus リソースの使用状況は、Amazon CloudWatch のロギングお
よびモニタリング機能を使用して管理できます。 CloudWatch メトリクスを使用して Amazon Managed 
aged aged aged aged aged aged aged aged aged aged aged aged aged aged aged aged aged aged 
aged aged aged aged aged aged aged CloudWatch ログを使用して、Amazon マネージドサービスの 
Prometheus アラートマネージャーとルーラーイベントをクエリして表示できます。

CloudWatch アマゾンの指標
Amazon Managed aged aged for Prometheus は、使用状況メトリクスを CloudWatch. これらの指標は、
ワークスペースの使用状況を可視化します。ベンダーメトリックスは、AWS/UsageAWS/Prometheusの
および名前空間にあります CloudWatch。 CloudWatchこれらの指標は無料で利用できます。使用状況メト
リクスの詳細については、の「CloudWatch 使用状況メトリクス」を参照してください。

CloudWatch 指標
名

リソース名 CloudWatch 名前空間 説明

ResourceCount IngestionRate AWS/Usage サンプル取り率

ResourceCount ActiveSeries AWS/Usage ワークスペースあたりのアク
ティブなシリーズの数

ResourceCount ActiveAlerts AWS/Usage ワークスペースあたりのアク
ティブなアラートの数

ResourceCount SizeOfAlerts AWS/Usage ワークスペースごとのアラー
ト (バイト単位)

AlertManagerAlertsReceived- AWS/Prometheus 配信された成功したアラート
の総数

AlertManagerNotificationsThrottled- AWS/Prometheus スロットルされたアラートの
数

DiscardedSamples* - AWS/Prometheus 理由別の廃棄されたサンプル
の数

RuleEvaluations - AWS/Prometheus ルール評価の総数

RuleEvaluationFailures- AWS/Prometheus 間隔内のルール評価の失敗数

RuleGroupIterationsMissed- AWS/Prometheus この間隔で失敗したルールグ
ループの反復回数。

* サンプルが廃棄される原因には、次のようなものがあります。

理由 意味

最大サンプル年齢を超えています 現在の時刻より古いログ行を破棄する

61

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch-Usage-Metrics.html


Amazon Managed Service for Prometheus ユーザーガイド
CloudWatch アラームを設定する

理由 意味

new-value-for-timestamp 重複したサンプルは、以前に記録されたタイムスタンプとは
異なるタイムスタンプで送信されます

メトリック・シリーズ・リミット ユーザーがメトリックあたりのアクティブ系列数の上限に達
しました

ユーザーあたりのシリーズ数の上限 ユーザーがアクティブシリーズの総数の上限に達しました

rate_limited 取り率

sample-out-of-order サンプルは順不同で発送され、処理できません

ラベル値が長すぎます ラベルの値が許容文字数制限を超えています

シリーズあたりの最大ラベル名数 ユーザーが指標ごとのラベル名にヒットしました

メトリック名が見つかりません 指標名は提供されていません

メトリック名が無効です 無効なメトリクス名が指定されました

ラベル_無効 無効なラベルが指定されました

重複したラベル名 重複したラベル名が提供されました

Note

存在しない、または欠落している指標は、その指標の値が 0 であることと同じです。

Note

RuleGroupIterationsMissed、RuleEvaluationsRuleEvaluationFailures、RuleGroupの
次元は次のような構造になっています。
RuleGroupNamespace;RuleGroup

Prometheus CloudWatch ベンダーメトリクスにア
ラームを設定する
CloudWatch アラームを使用して Prometheus リソースの使用状況を監視できます。

Prometheus ActiveSeriesスの番号にアラームを設定するには

1. 「グラフ化された指標」タブを選択し、ActiveSeriesラベルまでスクロールします。

グラフ化された指標ビューには、現在取り込まれている指標のみが表示されます。
2. 「アクション」列の通知アイコンを選択します。
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3. 「メトリックと条件の指定」で、「条件」の値フィールドにしきい値条件を入力し、「次へ」を選択
します。

4. [アクションの設定] で、通知の送信先となる既存の SNS トピックを選択するか、新しいトピックを作
成します。

5. [名前と説明を追加] に、アラームの名前とオプションの説明を追加します。
6. [アラームの作成] を選択します。

CloudWatch アマゾンログ
Amazon マネージドサービス for Prometheus は、アラートマネージャーとルーラーのエラーイベントと警
告イベントを Amazon CloudWatch ログのロググループに記録します。アラートマネージャーとルーラー
の詳細については、このガイドの「アラートマネージャー」トピックを参照してください。ワークスペー
スのログデータを Logs CloudWatch のログストリームに公開できます。監視するログは、Amazon マネー
ジドサービス for Prometheus コンソールまたはを使用して設定できますAWS CLI。 CloudWatch これらの
ログはコンソールで表示またはクエリできます。 CloudWatch コンソールでログストリームを表示する方
法については、 CloudWatch ユーザーガイドの「 CloudWatchロググループとログストリームの操作」を
参照してください。

CloudWatch 無料利用枠では、ログに最大 5 GB CloudWatch のログを公開できます。無料利用枠を超える
ログは、CloudWatch 料金プランに基づいて請求されます。

トピック
• CloudWatch ログの設定 (p. 63)

CloudWatch ログの設定
CloudWatch ログロギング設定は、Amazon マネージドサービス for Prometheus コンソールまた
はcreate-logging-configuration APIAWS CLI リクエストを呼び出すことで設定できます。ロール
に有効なポリシーが添付されていることを確認します。

前提条件
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CloudWatch ログロギング構成の設定

ID またはロールに次のポリシーを添付してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:CreateLogDelivery", 
                "logs:GetLogDelivery", 
                "logs:UpdateLogDelivery", 
                "logs:DeleteLogDelivery", 
                "logs:ListLogDeliveries", 
                "logs:PutResourcePolicy", 
                "logs:DescribeResourcePolicies", 
                "logs:DescribeLogGroups", 
                "aps:CreateLoggingConfiguration", 
                "aps:UpdateLoggingConfiguration", 
                "aps:DescribeLoggingConfiguration", 
                "aps:DeleteLoggingConfiguration" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]

CloudWatch ログを設定するには

Console

Amazon Managed for Prometheus でログ記録を設定するには

1. ワークスペースの詳細パネルの [ログ] タブに移動します。
2. ログパネルの右上にある [ログの管理] を選択します。
3. 「ログレベル」ドロップダウンリストで「すべて」を選択します。
4. ログを公開するロググループを「Log Group」ドロップダウンリストで選択します。

CloudWatch コンソールで、新しいロググループを作成することもできます。
5. [変更の保存] を選択します。

AWS CLI

を使用してロギング設定を設定できますAWS CLI。

を使用してロギングを設定するにはAWS CLI

• を使用してAWS CLI、次のコマンドを実行します。

aws amp create-logging-configuration --workspace-id my_workspace_ID 
                                --log-group-arn my-log-group-arn

制限事項
• すべてのイベントが記録されるわけではありません

Prometheus 用 Amazon マネージドサービスは、warningerrorまたはレベルのイベントのみを記録し
ます。

• ポリシーサイズ制限
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CloudWatch ログリソースポリシーは 5120 文字に制限されています。 CloudWatch ログは、ポリシーが
このサイズ制限に近づいていることを検出すると、でスタートするロググループを自動的に有効にしま
す/aws/vendedlogs/。

ログが有効なアラートルールを作成する場合、Amazon Managed Service for Prometheus は、 
CloudWatch 指定するロググループで Logs リソースポリシーを更新する必要があります。 CloudWatch 
Logs リソースポリシーのサイズ制限に達しないようにするには、 CloudWatch Logs/aws/
vendedlogs/ ロググループ名の先頭にプレフィックスを付けます。Amazon Managed aged for 
Prometheus コンソールでロググループを作成すると、/aws/vendedlogs/statesロググループ名に
プレフィックスが付きます。詳細については、 CloudWatch Logs ユーザーガイドの「AWS特定のサー
ビスからのログ記録を有効にする場合」を参照してください。
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他の AWS サービスとの統合
Amazon Managed Service for PrometheusAWS で統合されます。このセクションでは、Amazon Elastic 
Kubernetes Service（Amazon EKS）コストモニタリングと（Kubecost で）統合し、Terraform モジュー
ルを使用して、オブザーバビリティアクセラレーターを使用して EKSAWS プロジェクト用の完全なオブ
ザーバビリティソリューションを作成する方法について説明します。

トピック
• Amazon EKS コストモニターするには (p. 66)
• AWSオブザーバビリティアクセラレータの使用 (p. 69)
• KubernetesAWS 用コントローラーとの統合 (p. 71)
• CloudWatch メトリクスを Amazon Kinesis Data Firehose (p. 76)

Amazon EKS コストモニターするには
Amazon マネージドサービス for Prometheus は Amazon EKS コストモニタリング (Kubecost を使用) と統
合してコスト配分の計算を行い、Kubernetes クラスターを最適化するための洞察を提供します。Amazon 
マネージドサービス for Prometheus と Kubecost を使用すると、より大規模なクラスターをサポートする
ようにコストモニタリングを確実にスケーリングできます。

このセクションでは、既存の Amazon EKS クラスターに Kubecost と Amazon マネージドサービス for 
Prometheus をセットアップする方法について説明します。

前提条件
Kubecost と Amazon マネージドサービス for Prometheus を Amazon EKS クラスターに統合する前に、以
下の前提条件を満たす必要があります。

• Prometheus 用の Amazon AWS アカウントマネージドサービスと IAM ロールをプログラムで作成する
には、既存の権限が必要です (p. 3)。

• eksctl AWS CLIがインストールされている必要があります。
• 既存の Amazon EKS クラスターで、OpenID Connect (OIDC) が有効になっている必要があります。

OIDC がまだない場合は、次のコマンドを使用して有効にできます。必ず YOUR_CLUSTER_NAME と
AWS_REGION をアカウントの正しい値に置き換えてください。

eksctl utils associate-iam-oidc-provider \ 
    --cluster ${YOUR_CLUSTER_NAME} --region ${AWS_REGION} \ 
    --approve

Amazon EKS で OIDC を使用する方法の詳細については、Amazon EKS ユーザーガイドの「OIDC ID プ
ロバイダーの認証」と「IAM OIDC プロバイダーの作成」を参照してください。

Amazon Managed Service for Prometheus 用 
Amazon Managed Service for Managed Service for 
Prometheus をセットアップする
Amazon EKS クラスターを監視するように Kubecost を設定する前に、Prometheus ワークスペース用の 
Amazon マネージドサービスが必要です。Amazon Managed Service for Prometheus ワークスペースが
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まだない場合は、AWS CLI次のコマンドを使用してワークスペースを作成できます。kubecost-amp と
AWS_REGION をアカウントに適した値に置き換えることを忘れないでください。

Note

Amazon Managed Service for Prometheus ワークスペースの作成と管理の詳細については、を参
照してくださいワークスペースの作成 (p. 38)。

aws amp create-workspace --alias kubecost-amp --region $AWS_REGION

これにより、あなたのためのワークスペースが作成されます。コマンドの出力は以下のようになります。

{ 
    "arn": "arn:aws:aps:AWS_REGION:<AWS #####>:workspace/${AMP_WORKSPACE_ID}", 
    "status": { 
        "statusCode": "CREATING" 
    }, 
    "tags": {}, 
    "workspaceId": "${AMP_WORKSPACE_ID}"
}

AWS_REGION、<AWS ##### >、AMP_WORKSPACE_ID の値は、ワークスペースの作成に使用される実
際の値になります。ワークスペースの作成には数秒かかります。ワークスペースに関する詳細情報を確
認したり、この情報を後で見たりするには、https://console.aws.amazon.com/prometheus/ で Amazon マ
ネージドサービス for Prometheus コンソールにログインできます。このセクションの後半で使用するに
は、AWSリージョンと Amazon マネージドサービス for Prometheus ワークスペース ID が必要です。

キューブコストをセットアップする
これで、Kubecost をインストールする準備ができました。このセクションでは、Kubecost をインストー
ルして Amazon マネージドサービス for Prometheus を使用して Amazon EKS クラスターを監視する方法
について説明します。Amazon EKS ユーザーガイドのコストモニタリングの手順も参照できます。

Note

以下では、Helm (バージョン 3.9 以降) と kubectl がインストールされていることを前提としてい
ます。

Kubecost をセットアップするにはするには

1. 次のコマンドを使用して、Amazon ECR 公開ギャラリーから Kubecost をインストールしま
す。1.97.0 を新しいバージョンに置き換できます。利用可能なバージョンは、Amazon ECR 公開
ギャラリーの kubecost/cost-analyzer で確認できます。

helm upgrade -i kubecost \ 
    oci://public.ecr.aws/kubecost/cost-analyzer --version 1.97.0 \ 
    --namespace kubecost --create-namespace \ 
    -f https://tinyurl.com/kubecost-amazon-eks

2. kubecostAWSkubecost-cost-analyzerkubecost-prometheus-server サービスアカウントの
管理ポリシーと以下のコマンドを使用して IAM ロールを設定します。必ず YOUR_CLUSTER_NAME と
AWS_REGION をアカウントの正しい値に置き換えてください。

eksctl create iamserviceaccount \ 
    --name kubecost-cost-analyzer \ 
    --namespace kubecost \ 
    --cluster ${YOUR_CLUSTER_NAME} --region ${AWS_REGION} \ 
    --attach-policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/AmazonPrometheusQueryAccess \ 
    --attach-policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/AmazonPrometheusRemoteWriteAccess \ 
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    --override-existing-serviceaccounts \ 
    --approve

eksctl create iamserviceaccount \ 
    --name kubecost-prometheus-server \ 
    --namespace kubecost \ 
    --cluster ${YOUR_CLUSTER_NAME} --region ${AWS_REGION} \ 
    --attach-policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/AmazonPrometheusQueryAccess \ 
    --attach-policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/AmazonPrometheusRemoteWriteAccess \ 
    --override-existing-serviceaccounts \ 
    --approve

IAM キーポリシーの詳細については、「Amazon Managed Serfor Prometheus と IAM の連携方
法 (p. 87)」を参照してください。

3. これで、クラスターに関するメトリックスのソースとして Amazon マネージドサービス for 
Prometheus を使用するように Kubecost を設定できます。これには 2 つの値を作成する必要がありま
す。1 つは Kubecost がメトリクスをクエリするための URL で、もう 1 つは Kubecost が Prometheus 
用 Amazon マネージドサービスに計算されたメトリクスを書き込むための URL です。

この 2 つの URL は、以前に Amazon マネージドサービス for Prometheus ワークスペースを作成した
ときに受け取ったワークスペース ID から作成されます。us-west-2 と AMP_WORKSPACE_ID を正し
い値に置き換えてください。

REMOTEWRITEURL="https://aps-workspaces.us-west-2.amazonaws.com/workspaces/
${AMP_WORKSPACE_ID}/api/v1/remote_write"
QUERYURL="http://localhost:8005/workspaces/${AMP_WORKSPACE_ID}"

この 2 つの値を使用して、次のコマンドで Kubecost を設定できます。これは、Amazon Managed 
Service for Prometheus で Kubecost を使用する場合のデフォルト値を使用します。

helm upgrade -i kubecost \
oci://public.ecr.aws/kubecost/cost-analyzer --version <$VERSION> \
--namespace kubecost --create-namespace \
-f https://tinyurl.com/kubecost-amazon-eks \
-f https://tinyurl.com/kubecost-amp \
--set global.amp.prometheusServerEndpoint=${QUERYURL} \
--set global.amp.remoteWriteService=${REMOTEWRITEURL}

Note

高度な設定を行う場合は、values-amp.yaml ファイルをダウンロードして、設定を表示およ
び編集できます。構成を変更する場合は、次のコマンドを実行して、Kubecost を任意の値で
構成できます。

helm upgrade -i kubecost \
oci://public.ecr.aws/kubecost/cost-analyzer --version <$VERSION> \
--namespace kubecost --create-namespace \
-f https://tinyurl.com/kubecost-amazon-eks \
-f PATH_TO_THE_LOCAL_DIRECTORY/values-amp.yaml

4. 最後に、サービスアカウント設定をリロードするには、次のコマンドを使用して Amazon Managed 
Service for Prometheus のデプロイを再開できます。

kubectl rollout restart deployment/kubecost-prometheus-server -n kubecost

Kubecost のセットアップでは、Amazon マネージドサービスから Prometheus 用データを収集し、メ
トリクスを分析するようになりました。15 分以内にクラスターのデータを確認できるはずです。
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5. [オプション] 設定が正しいことを確認するには、次のコマンドを使用してログを表示し、エラーが含
まれていないことを確認します。

Prometheus ログを表示するには:

kubectl logs deploy/kubecost-prometheus-server -c prometheus-server -n kubecost --
follow

sigv4 プロキシのログを表示するには:

kubectl logs deployment.apps/kubecost-cost-analyzer -c sigv4proxy -n kubecost --follow

コストモデルログを表示するには:

kubectl logs deployment.apps/kubecost-cost-analyzer -c cost-model -n kubecost --follow

Note

Kubecost が正常に動作していることの確認やより高度な設定など、Kubecost の使用方法の詳細
については、Amazon EKS ユーザーガイドの「コストモニタリング」を参照してください。

AWSオブザーバビリティアクセラレータの使用
AWSには、Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) プロジェクト向けに、モニタリング、
ロギング、アラート、ダッシュボードなどのオブザーバビリティツールが用意されています。これに
は、Prometheus 用 Amazon マネージドサービス、Amazon マネージド Grafana 用、AWSディストリ
ビューション OpenTelemetry、およびその他のツールが含まれます。これらのツールを一緒に使用できる
ように、これらのサービスでオブザーバビリティを構成する Terraform モジュール（AWSオブザーバビリ
ティアクセラレーターと呼ばれる）AWSを提供しています。

AWSオブザーバビリティアクセラレータは、インフラストラクチャ、NGINX デプロイメント、およびそ
の他のシナリオを監視するための例を提供します。このセクションでは、Amazon EKS クラスター内のモ
ニタリングインフラストラクチャの例を示します。

Terraform テンプレートと詳細な手順は、TerraformAWS GitHub 用オブザーバビリティアクセラレーター
のページにあります。AWSオブザーバビリティアクセラレータを発表したブログ記事もご覧ください。

前提条件
AWSオブザーバビリティアクセラレーターを使用するには、既存の Amazon EKS クラスターと以下の前
提条件が必要です。

• AWS CLI—AWS コマンドラインから機能を呼び出すために使用されます。
• kubectl — コマンドラインから EKS クラスターを制御するために使用されます。
• Terraform — このソリューションのリソースの作成を自動化するために使用されます。AWSプロバイ

ダーには、AWSアカウント内で Prometheus 用 Amazon マネージドサービス、Amazon マネージド 
Grafana、および IAM を作成および管理するためのアクセス権を持つ IAM ロールを設定する必要があ
ります。TerraformAWS のプロバイダーを構成する方法の詳細については、Terraform ドキュメントの
「AWSプロバイダー」を参照してください。
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インフラストラクチャー監視の例を使用する
AWSオブザーバビリティアクセラレータには、付属の Terraform モジュールを使用して Amazon EKS ク
ラスターのオブザーバビリティをセットアップおよび設定するサンプルテンプレートが用意されていま
す。この例は、AWSオブザーバビリティアクセラレータを使用してインフラストラクチャ監視を設定す
る方法を示しています。このテンプレートの使用方法およびテンプレートに含まれる追加機能の詳細につ
いては、「AWSObservability Accelerator ベースを備えた既存のクラスタ」と「インフラストラクチャ監
視」ページを参照してください GitHub。

インフラストラクチャ監視用の Terraform モジュールを使用するには

1. プロジェクトを作成するフォルダーから、次のコマンドを使用してリポジトリをクローンします。

git clone https://github.com/aws-observability/terraform-aws-observability-
accelerator.git

2. 以下のコマンドで Terraform を初期化します。

cd examples/existing-cluster-with-base-and-infra

terraform init

3. 次の例のように、terraform.tfvars新しいファイルを作成します。Amazon EKS クラスターの
AWSリージョンとクラスターID を使用します。

# (mandatory) AWS Region where your resources will be located
aws_region = "eu-west-1"

# (mandatory) EKS Cluster name
eks_cluster_id = "my-eks-cluster"

4. まだ使いたいワークスペースがない場合は、Amazon Grafana のワークスペースを作成します。新し
いワークスペースを作成する方法については、Amazon Managed Grafana ユーザーガイドの「最初の
ワークスペースを作成する」を参照してください。

5. コマンドラインで次のコマンドを実行して、Terraform が Grafana ワークスペースを使用するための 
2 つの変数を作成します。を Grafana ワークスペースの ID に置き換える必要があります。grafana-
workspace-id

export TF_VAR_managed_grafana_workspace_id=grafana-workspace-id
export TF_VAR_grafana_api_key=`aws grafana create-workspace-api-key --key-name 
 "observability-accelerator-$(date +%s)" --key-role ADMIN --seconds-to-live 1200 --
workspace-id $TF_VAR_managed_grafana_workspace_id --query key --output text`

6. [オプション] 既存の Amazon マネージドサービス for Prometheus ワークスペースを使用するには、
次の例のように IDterraform.tfvars をファイルに追加し、を Prometheus ワークスペース ID 
に置き換えます。prometheus-workspace-id既存のワークスペースを指定しない場合、新しい 
Prometheus ワークスペースが自動的に作成されます。

# (optional) Leave it empty for a new workspace to be created
managed_prometheus_workspace_id = "prometheus-workspace-id"

7. 次のコマンドを使用して、ソリューションをデプロイします。

terraform apply -var-file=terraform.tfvars

これにより、AWSアカウント内に以下を含むリソースが作成されます。
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• Prometheus ワークスペース用の新しい Amazon マネージドサービス (既存のワークスペースを使用する
ことを選択した場合を除く)。

• Prometheus ワークスペースのアラートマネージャー設定、アラート、ルール。
• 現在のワークスペースにある新しい Amazon マネージド Grafana データソースとダッシュボード。デー

タソースが呼び出されますaws-observability-accelerator。ダッシュボードはオブザーバビリ
ティアクセラレータダッシュボードに一覧表示されます。

• 提供された Amazon EKS AWS OpenTelemetryクラスターに設定されたオペレーター向けディストリ
ビューションで、Prometheus 用 Amazon マネージドサービスのワークスペースにメトリクスを送信し
ます。

新しいダッシュボードを表示するには、Amazon Managed Grafana ワークスペースで特定のダッシュボー
ドを開きます。Amazon マネージド Grafana の使用方法の詳細については、Amazon マネージド Grafana
ユーザーガイドの「Grafana ワークスペースでの作業」を参照してください。

KubernetesAWS 用コントローラーとの統合
Amazon マネージドサービス for Prometheus は KubernetesAWS 用コントローラー (ACK) と統合されて
おり、Amazon EKS のワークスペース、アラートマネージャー、ルーラーリソースの管理をサポートしま
す。Kubernetes のカスタムリソース定義 (CRD) とネイティブ KubernetesAWS オブジェクト用のコント
ローラーは、クラスターの外部でリソースを定義することなく使用できます。

このセクションでは、既存の Amazon EKS クラスターで KubernetesAWS 用コントローラーと 
Prometheus 用 Amazon マネージドサービスをセットアップする方法について説明します。

また、KubernetesAWS 用コントローラーを紹介するブログ記事や Prometheus 用 Amazon マネージド
サービス用の ACK コントローラーを紹介しているブログ記事もご覧いただけます。

前提条件
KubernetesAWS 用コントローラーと Amazon マネージドサービス for Prometheus を Amazon EKS クラ
スターに統合する前に、以下の前提条件を満たす必要があります。

• Prometheus 用の Amazon AWS アカウントマネージドサービスと IAM ロールをプログラムで作成する
には、既存の権限が必要です (p. 3)。

• OpenID Connect (OIDC) が有効になっている既存の Amazon EKS クラスターが必要です。

OIDC が有効でない場合、次のコマンドを使用して有効にすることができます。必ず
YOUR_CLUSTER_NAME と AWS_REGION をアカウントの正しい値に置き換えてください。

eksctl utils associate-iam-oidc-provider \ 
    --cluster ${YOUR_CLUSTER_NAME} --region ${AWS_REGION} \ 
    --approve

Amazon EKS で OIDC を使用する方法の詳細については、Amazon EKS ユーザーガイドの「OIDC ID プ
ロバイダーの認証」と「IAM OIDC プロバイダーの作成」を参照してください。

• Amazon EBS CSI ドライバーが Amazon EKS クラスターにインストールされている必要があります。
• AWS CLIがインストールされている必要があります。AWS CLIは、AWSコマンドラインから機能を呼び

出すために使用されます。
• Kubernetes のパッケージマネージャーである Helm をインストールする必要があります。
• Prometheus のコントロールプレーンメトリックスは Amazon EKS クラスターで設定する必要がありま

す。
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• 新しいワークスペースからアラートを送信する Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) ト
ピックが必要です。Amazon マネージドサービス for Prometheus に、トピックにメッセージを送信する
権限を与えていることを確認してください (p. 49)。

Amazon EKS クラスターが適切に設定されたら、を呼び出すことで Prometheus 用にフォーマットされた
メトリクスを確認できるはずですkubectl get --raw /metrics。これで、KubernetesAWS 用コン
トローラーサービスコントローラーをインストールし、それを使用して Amazon マネージドサービス for 
Prometheus リソースをデプロイする準備ができました。

KubernetesAWS 用コントローラーによるワークス
ペースのデプロイ
新しい Amazon マネージドサービス for Prometheus ワークスペースをデプロイするには、Kubernetes コ
ントローラーをインストールし、それを使用してワークスペースを作成します。AWS

KubernetesAWS 用コントローラーを使用して、新しい Amazon マネージドサービス for 
Prometheus ワークスペースをデプロイするには

1. 次のコマンドを使用して Helm を使用して Amazon マネージドサービス for Prometheus サービスコン
トローラをインストールします。詳細については、の Kubernetes AWS用コントローラーのドキュメ
ントの「ACK コントローラーのインストール」を参照してください GitHub。############# (など) 
を使用してくださいus-east-1。

export SERVICE=prometheusservice
export RELEASE_VERSION=`curl -sL https://api.github.com/repos/aws-controllers-k8s/
$SERVICE-controller/releases/latest | grep '"tag_name":' | cut -d'"' -f4`
export ACK_SYSTEM_NAMESPACE=ack-system
export AWS_REGION=region

aws ecr-public get-login-password --region us-east-1 | helm registry login --username 
 AWS --password-stdin public.ecr.aws
helm install --create-namespace -n $ACK_SYSTEM_NAMESPACE ack-$SERVICE-controller \ 
  oci://public.ecr.aws/aws-controllers-k8s/$SERVICE-chart --version=$RELEASE_VERSION --
set=aws.region=$AWS_REGION

しばらくすると、成功を示す次のようなレスポンスが表示されます。

You are now able to create Amazon Managed Service for Prometheus (AMP) resources!
The controller is running in "cluster" mode.
The controller is configured to manage AWS resources in region: "us-east-1"

オプションで、次のコマンドを使用して、AWS Controllers for Kubernetes コントローラーが正常にイ
ンストールされたことを確認できます。

helm list --namespace $ACK_SYSTEM_NAMESPACE -o yaml

これによりack-prometheusservice-controller、を含むコントローラに関する情報が返されま
すstatus: deployed。

2. workspace.yaml次のテキストを使用してという名前のファイルを作成します。これは、作成する
ワークスペースの設定として使用されます。

apiVersion: prometheusservice.services.k8s.aws/v1alpha1
kind: Workspace
metadata: 
  name: my-amp-workspace
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spec: 
  alias: my-amp-workspace 
  tags: 
    ClusterName: EKS-demo

3. 次のコマンドを実行してワークスペースを作成します (このコマンドは、ステップ 1 で設定したシス
テム変数によって異なります)。

kubectl apply -f workspace.yaml -n $ACK_SYSTEM_NAMESPACE

しばらくすると、my-amp-workspaceアカウントで呼び出された新しいワークスペースが表示される
はずです。

次のコマンドを実行して、ワークスペース ID を含むワークスペースの詳細とステータスを表示しま
す。または、Amazon マネージドサービス for Prometheus コンソールで新しいワークスペースを表示
することもできます。

kubectl describe workspace my-amp-workspace -n $ACK_SYSTEM_NAMESPACE

Note

新しいワークスペースを作成する代わりに、既存のワークスペースを使用することもできま
す。

4. ルールグループの設定として新しい yaml ファイルを 2 つ作成します。このファイルは、 
AlertManager 次の設定を使用して次に作成します。

rulegroup.yamlこの構成を名前を付けて保存します。WORKSPACE-ID ID ID に置き換えます。

apiVersion: prometheusservice.services.k8s.aws/v1alpha1
kind: RuleGroupsNamespace
metadata: 
  name: default-rule
spec: 
  workspaceID: WORKSPACE-ID
  name: default-rule 
  configuration: | 
    groups: 
    - name: example 
      rules: 
      - alert: HostHighCpuLoad 
        expr: 100 - (avg(rate(node_cpu_seconds_total{mode="idle"}[2m])) * 100) > 60 
        for: 5m 
        labels: 
          severity: warning 
          event_type: scale_up 
        annotations: 
          summary: Host high CPU load (instance {{ $labels.instance }}) 
          description: "CPU load is > 60%\n  VALUE = {{ $value }}\n  LABELS = 
 {{ $labels }}" 
      - alert: HostLowCpuLoad 
        expr: 100 - (avg(rate(node_cpu_seconds_total{mode="idle"}[2m])) * 100) < 30 
        for: 5m 
        labels: 
          severity: warning 
          event_type: scale_down 
        annotations: 
          summary: Host low CPU load (instance {{ $labels.instance }}) 
          description: "CPU load is < 30%\n  VALUE = {{ $value }}\n  LABELS = 
 {{ $labels }}"
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alertmanager.yaml次の構成を名前を付けて保存します。WORKSPACE-ID ID ID に置き換えま
す。TOPIC-ARN は、通知の送信先となる Amazon SNS トピックの ARN に、REGION は使用してい
る ARN に置き換えてください。AWS リージョンPrometheus 用 Amazon マネージドサービスには 
Amazon SNS トピックへのアクセス権限が必要であることを忘れないでください (p. 49)。

apiVersion: prometheusservice.services.k8s.aws/v1alpha1
kind: AlertManagerDefinition
metadata: 
  name: alert-manager
spec: 
  workspaceID: WORKSPACE-ID
  configuration: | 
    alertmanager_config: | 
      route: 
         receiver: default_receiver 
      receivers: 
        - name: default_receiver 
          sns_configs: 
          - topic_arn: TOPIC-ARN
            sigv4: 
              region: REGION
            message: | 
              alert_type: {{ .CommonLabels.alertname }} 
              event_type: {{ .CommonLabels.event_type }}

Note

これらの設定ファイルの形式の詳細については、「」RuleGroupsNamespaceData構
造 (p. 150) と「」を参照してください

AlertManagerDefinitionDataこの構造体には、実際のアラー
トマネージャー定義がブロブ (バイナリデータ) として含まれてい
ます。これは Base64 でエンコードされた YAML ファイルです。以
下は、アラートマネージャ設定ファイル YAML のクエリファイル 
YAML 例を示しています。

alertmanager_config: | 

  route: 

    receiver: 'default' 

  receivers: 

    - name: 'default' 

      sns_configs: 

      - topic_arn: arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:My-

Topic 

        sigv4: 

          region: us-east-2 

        attributes: 

          key: key1 

          value: value1

 (p. 149)。
5. 次のコマンドを実行して、ルールグループとアラートマネージャーの設定を作成します (このコマン

ドは、ステップ 1 で設定したシステム変数によって異なります)。

kubectl apply -f rulegroup.yaml -n $ACK_SYSTEM_NAMESPACE
kubectl apply -f alertmanager.yaml -n $ACK_SYSTEM_NAMESPACE

変更はすぐに反映されます。
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Note

リソースを作成するのではなく、更新するには、yaml ファイルを更新して、kubectl 
applyコマンドを再実行するだけです。
リソースを削除するには、次のコマンドを実行します。削除するリソースのタイ
プ、WorkspaceAlertManagerDefinition、ResourceTypeまたはに置き換えてくださ
いRuleGroupNamespace。ResourceName削除するリソースの名前に置き換えます。

kubectl delete ResourceType ResourceName -n $ACK_SYSTEM_NAMESPACE

これで、新しいワークスペースのデプロイは完了です。次のセクションでは、そのワークスペースにメト
リクスを送信するようにクラスターを構成する方法について説明します。

Amazon EKS クラスターを Amazon マネージドサー
ビス用 Prometheus ワークスペースに書き込むように
設定する
このセクションでは、Helm を使用して Amazon EKS クラスターで実行されている Prometheus を設定し
て、前のセクションで作成した Amazon Managed Service for Prometheus ワークスペースにメトリックス
をリモートで書き込む方法について説明します。

この手順では、メトリクスの取り込みに使用するために作成した IAM ロールの名前が必要です。ま
だの場合は、Amazon EKS クラスターからメトリックスを取り込むためのサービスロールを設定す
る (p. 102)詳細と手順でを参照してください。これらの指示に従うと、IAM ロールが呼び出されま
すamp-iamproxy-ingest-role。

Amazon EKS クラスターをリモート書き込みに設定するには

1. ワークスペースのを取得するには、prometheusEndpoint次のコマンドを使用しま
す。WORKSPACE-ID ################ ID に置き換えます。

aws amp describe-workspace --workspace-id WORKSPACE-ID

Prometheusエンドポイントは返される結果に含まれており、次のような形式になります。

https://aps-workspaces.us-west-2.amazonaws.com/workspaces/ws-a1b2c3d4-a123-b456-c789-
ac1234567890/

この URL を保存して、後のステップで使用します。
2. 次のテキストを使用して新しいファイルを作成し、それを呼び出しますprometheus-

config.yaml。account ######### ID ##WorkspaceURL/ ###### URL ##AWS #########
########## URL ########

serviceAccounts: 
        server: 
            name: "amp-iamproxy-ingest-service-account" 
            annotations: 
                eks.amazonaws.com/role-arn: "arn:aws:iam::account:role/amp-iamproxy-
ingest-role"
server: 
    remoteWrite: 
        - url: workspaceURL/api/v1/remote_write 
          sigv4: 

75



Amazon Managed Service for Prometheus ユーザーガイド
Kinesis Data Firehose を使用し

た Amazon CloudWatch メトリクス

            region: region
          queue_config: 
            max_samples_per_send: 1000 
            max_shards: 200 
            capacity: 2500

3. 次の Helm コマンドを使用して、Prometheus チャートと名前空間の名前、およびチャートのバージョ
ンを検索します。

helm ls --all-namespaces

ここまでの手順を踏まえると、Prometheusprometheus チャートと名前空間の両方に名前を付ける
必要があります。チャートのバージョンは15.2.0

4. PrometheusChartVersion前のステップで見つけた次のコマンド
をPrometheusChartNamePrometheusNamespace、、を使用して実行します。

helm upgrade PrometheusChartName prometheus-community/prometheus -n PrometheusNamespace
 -f prometheus-config.yaml --version PrometheusChartVersion

数分後、アップグレードが成功したことを示すメッセージが表示されます。
5. オプションで、Amazon マネージドサービス for Prometheus エンドポイントに経由でクエリを実行

して、メトリックスが正常に送信されていることを確認しますawscurl。Region は使用している 
URLAWS リージョン に、WorkspaceURL/ はステップ 1 で見つけた URL に置き換えてください。

awscurl --service="aps" --region="Region" "workspaceURL/api/v1/query?
query=node_cpu_seconds_total"

これで、Amazon マネージドサービス for Prometheus ワークスペースが作成され、YAML ファイルを設定
として使用して Amazon EKS クラスターから接続できました。カスタムリソース定義 (CRD) と呼ばれる
これらのファイルは Amazon EKS クラスター内にあります。KubernetesAWS 用コントローラーを使用す
ると、Amazon マネージドサービス for Prometheus のすべてのリソースをクラスターから直接管理できま
す。

CloudWatch メトリクスを Amazon Kinesis Data 
Firehose

このセクションでは、Amazon CloudWatch メトリックスストリームをインストゥルメントして Amazon 
Kinesis Data Firehose AWS Lambdaを使用する方法と、メトリクスをPrometheus 用 Amazon マネージド
サービスに取り込む方法について説明します。

AWSCloud Development Kit (CDK) を使用してスタックをセットアップし、Kinesis Data Firehose デリバ
リーストリーム、Lambda、および Amazon S3 バケットを作成し、シナリオ全体を実演します。

インフラストラクチャ
最初に行う必要があるのは、このレシピのインフラストラクチャをセットアップすることです。

CloudWatch メトリックストリームを使用すると、ストリーミングメトリックデータを HTTP エンドポイ
ントまたは Amazon S3 バケットに転送できます。

インフラストラクチャのセットアップは、次の 5 つのステップで構成されます。

76

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch-Metric-Streams.html
https://docs.aws.amazon.com/firehose/latest/dev/what-is-this-service.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/firehose/latest/dev/what-is-this-service.html
http://aws.amazon.com/cdk/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/Welcome.html


Amazon Managed Service for Prometheus ユーザーガイド
インフラストラクチャ

• 前提前提前提前提前提前提条件
• Amazon Managed Service for Prometheus ワークスペースの作成
• 依存関係のインストール
• スタックのデプロイ

前提条件

• AWS CLIはご使用の環境にインストールされ、設定されています。
• AWS CDKTypescript はご使用の環境にインストールされます。
• Node.js と Go はご使用の環境にインストールされています。
• AWSオブザーバビリティの github リポジトリ (aws-011y-recipes) がローカルマシンに複製されまし

た。

Amazon Managed Service for Prometheus ワークスペースを作成するには

1. このレシピのデモアプリケーションは、Prometheus 用 Amazon マネージドサービス上で実行されま
す。次のコマンドで Prometheus ワークスペースの Amazon Managed Service for Prometheus ワーク
スペースを作成します。

aws amp create-workspace --alias prometheus-demo-recipe

2. 以下のコマンドでワークスペースが作成されていることを確認します。

aws amp list-workspaces

Amazon Managed Service for Prometheus-Amazon Managed Service for Prometheus ユーザーガイド
を参照してください。

依存関係をインストールするには

1. 依存関係をインストール

aws-o11y-recipesリポジトリのルートから、CWMetricStreamExporter以下のコマンドを使用
してディレクトリを変更します。

cd sandbox/CWMetricStreamExporter

今後、これがリポジトリのルートと見なされるようになります。
2. 次のコマンドで、/cdkディレクトリをに変更します。

cd cdk

3. 次のコマンドで CDK 依存する CDK をインストールします。

npm install

4. ディレクトリをリポジトリのルートに戻し、/lambda次のコマンドを使用してディレクトリをに変更
します。

cd lambda

5. /lambdaフォルダーに移動したら、以下を使用して Go の依存関係をインストールします。
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go get

これで、すべての依存関係がインストールされました。

スタックをデプロイするには

1. リポジトリのルートで、Amazon マネージドサービス for Prometheus ワークスペース 
URLconfig.yaml を開いて変更します。{workspace}そのためには、を新しく作成したワークス
ペース ID と、Amazon マネージドサービス for Prometheus ワークスペースが置かれているリージョ
ンに置き換えます。

たとえば、次のように変更します。

AMP:  
    remote_write_url: "https://aps-workspaces.us-east-2.amazonaws.com/workspaces/
{workspaceId}/api/v1/remote_write"  
    region: us-east-2

Amazon S3 Kinesis Kinesis Data Firehose の配信ストリームの名前をお好みに変更します。
2. AWS CDKと Lambda コードをビルドするには、リポジトリのルートで以下のコマンドを実行しま

す。

npm run build

このビルドステップにより、Go Lambda バイナリがビルドされ、CDK CloudFormation がにデプロイ
されます。

3. デプロイを完了するには、スタックに必要な IAM の変更を確認して承認します。
4. （オプション）次のコマンドを実行して、スタックが作成されたかどうかを確認できます。

aws cloudformation list-stacks

CDK Stackという名前のスタックがリストに表示されます。

Amazon CloudWatch ストリームの作成
これで、メトリクスを処理する Lambda 関数が用意できたので、Amazon からメトリクスストリームを作
成できます CloudWatch。

CloudWatch メトリクスストリームを作成するには

1. CloudWatch コンソールの https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/home#metric-
streams:streamsList に移動し、[メトリックストリームの作成] を選択します。

2. 必要な指標を選択します。すべての指標を選択するか、選択した名前空間のみから選択します。
3. でConfiguration、[アカウントにある既存の Firehose を選択] を選択します。
4. CDK によって以前に作成された Firehose を使用します。「Kinesis データ Firehose ストリーム

の選択」ドロップダウンで、以前に作成したストリームを選択します。次のような名前になりま
すCdkStack-KinesisFirehoseStream123456AB-sample1234。

5. 出力形式を JSON に変更します。
6. メトリクスストリームに、わかりやすい名前を付けします。
7. [メトリクスストリームの作成] を選択します。
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クリーンアップ

8. (オプション) Lambda 関数の呼び出しを確認するには、Lambda コンソールに移動して関数を選択し
ますKinesisMessageHandler。[監視] タブと [ログ] サブタブを選択し、[最近の呼び出し] に、トリ
ガーされている Lambda 関数のエントリがあるはずです。

Note

呼び出しが [Monitor] タブに表示されるまでに、最長で 5 分かかることがあります。

メトリクスが Amazon Managed Service for Prometheus CloudWatch にストリーミングされています。

クリーンアップ
この例で使用したリソースをクリーンアップしたほうがいいかもしれません。以下の手順で、その方法に
ついて説明します。これにより、作成したメトリクスストリームが停止します。

リソースをクリーンアップするには

1. まず、 CloudFormation 以下のコマンドでスタックを削除します。

cd cdk
cdk destroy

2. Amazon Managed Service for Prometheus ワークスペースを削除します。

aws amp delete-workspace --workspace-id \ 
    `aws amp list-workspaces --alias prometheus-sample-app --query 
 'workspaces[0].workspaceId' --output text`

3. 最後に、Amazon  CloudWatch コンソールを使用して Amazon CloudWatch メトリックスストリーム
を削除します。
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データ保護

Amazon ManPrometheus
AWS では、クラウドセキュリティを最優先事項としています。AWS のユーザーは、セキュリティを最も
重視する組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャを利用でき
ます。

セキュリティは、AWS とユーザーの間の責任共有です。責任共有モデルでは、これをクラウドのセキュリ
ティおよびクラウド内のセキュリティと説明しています。

• クラウドのセキュリティ - AWS は、AWS クラウドで AWS のサービスを実行するインフラストラク
チャを保護する責任を負います。また、AWS は、使用するサービスを安全に提供します。AWS コンプ
ライアンスプログラムの一環として、サードパーティーの監査が定期的にセキュリティの有効性をテス
トおよび検証しています。Amazon Managed Service for Prometheus、コンプライアンスプログラムに
よる対象範囲のサービスコンプライアンスプログラムによる対象範囲のサービスコンプライアンスプロ
グラムによる対象範囲のサービスコンプライアンスプログラムによる対象範囲のAWSサービスコンプラ
イアンスプログラムによる対象範囲のサービスコンプライアンスプログラムによる対象範囲のAWSサー
ビスコンプライアンスプログラムによる

• クラウド内のセキュリティ - ユーザーの責任は、使用する AWS のサービスに応じて異なります。ま
た、ユーザーは、データの機密性、企業要件、および適用法令と規制などのその他要因に対する責任も
担います。

このドキュメントは、Amazon Managed Service for Prometheus の適用法を理解するのに役立ちます。以
下のトピックでは、セキュリティとコンプライアンスの目的を満たすように Amazon Managed Service for 
Prometheus を設定する方法について説明します。Amazon Managed Service for Prometheus リソースの
モニタリングとセキュリティ確保に役立つ他のAWSサービスの使用方法について説明します。

トピック
• Amazon Managed Serviceus for Prometheus でのデータ保護 (p. 80)
• Amazon Managed Serfor Prometheus のIdentity and Access Management (p. 82)
• IAM の権限とポリシー (p. 98)
• Amazon Managed Service for Prometheus (p. 100)
• Amazon Prometheus aged vice vice vice vice vice vice vice vice vice vice vice vice vice vice vice vice 

vice vice vice for (p. 101)
• Amazon Managed Service for Prometheus (p. 102)
• サービスアカウントの IAM ロールを設定する (p. 102)
• インターフェイス VPC エンドポイントと Amazon Managed Service (p. 106)
• を使用した Amazon Managed Service for Prometheus API コールのログ記録AWS 

CloudTrail (p. 109)

Amazon Managed Serviceus for Prometheus での
データ保護

AWShttp://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/、Amazon マネージドサービス for 
Prometheus のデータ保護に適用されます。このモデルで説明されているように、AWS は、AWS クラウ
ド のすべてを実行するグローバルインフラストラクチャを保護する責任を負います。顧客は、このインフ
ラストラクチャでホストされているコンテンツに対する管理を維持する責任があります。このコンテンツ
には、使用される AWS のサービス のセキュリティ構成と管理タスクが含まれます。データプライバシー
の詳細については、「データプライバシーのよくある質問」を参照してください。欧州でのデータ保護の
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Amazon Managed Serviceus でAmazon 

Managed ServicPrometheus 収集されたデータ

詳細については、AWS セキュリティブログに投稿された「AWS 責任共有モデルおよび GDPR」のブログ
記事を参照してください。

データを保護するため、AWS アカウント の認証情報を保護し、AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) または AWS Identity and Access Management (IAM) を使用して個々のユーザーを
セットアップすることをお勧めします。この方法により、それぞれのジョブを遂行するために必要なアク
セス許可のみを各ユーザーに付与できます。また、次の方法でデータを保護することをお勧めします。

• 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。
• SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 が必要です。また TLS 1.3 をお勧めしま

す。
• AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
• AWS のサービス 内でデフォルトである、すべてのセキュリティ管理に加え、AWS の暗号化ソリュー

ションを使用します。
• Amazon Macie などの高度なマネージドセキュリティサービスを使用します。これらは、Amazon S3 に

保存されている機密データの検出と保護を支援します。
• コマンドラインインターフェイスまたは API を使用して AWS にアクセスするときに FIPS 140−2 検証

済みの暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。利用可能な FIPS エンド
ポイントの詳細については、連邦情報処理規格 (FIPS) 140-2を参照してください。

顧客の E メールアドレスなどの機密情報は、タグや Name フィールドなどの自由形式のテキストフィー
ルドに格納しないことを強くお勧めします。これは、コンソール、API、またはAWS SDKでAmazon 
Managed ServicePrometheus または他のAWS のサービスを使用する場合も同様です。AWS CLI名前に使
用する自由記述のテキストフィールドやタグに入力したデータは、課金や診断ログに使用される場合があ
ります。外部サーバーへ URL を供給する場合は、そのサーバーへのリクエストを検証するために、認証情
報を URL に含めないことを強くお勧めします。

Amazon Managed Serviceus でAmazon Managed 
ServicPrometheus 収集されたデータ
Amazon マネージドサービス for Prometheus は、アカウントで実行されている Prometheus サーバーから 
Prometheus 用 Amazon マネージドサービスに送信するように設定した運用メトリクスを収集して保存し
ます。このデータには以下が含まれます。

• メトリクス値
• データの識別と分類に役立つメトリックラベル (または任意のキーと値のペア)
• データサンプルのタイムスタンプ

固有のテナント ID により、データをさまざまな顧客から分離できます。これらの ID は、アクセスできる
顧客データを制限します。顧客はテナント ID を変更できません。

Amazon マネージドサービス for Prometheus は、保存するデータをAWS Key Management Service (AWS 
KMS) キーで暗号化します。Amazon Managed Serviceus for Prometheus でこれらのキーを管理します。

Note

Prometheus 用 Amazon マネージドサービスでは、カスタマー管理キーの作成はサポートされて
いません。Prometheus 用 Amazon マネージドサービスは、機密性の高いデータを保存すること
を目的としていません。サーバー側のデータは、AWS管理キーを使用してユーザーに代わって
暗号化されます。これらのキーの詳細については、『AWS Key Management Service開発者ガイ
ド』の「AWS管理キー」を参照してください。

転送中のデータは HTTPS で自動的に暗号化されます。Amazon マネージドサービス for Prometheus は、
内部で HTTPSAWS を使用してリージョン内のアベイラビリティーゾーン間の接続を保護します。
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保管中の暗号化
保存データを暗号化することで、個人を特定できる情報などの機密性の高い顧客データを保護するための
運用上のオーバーヘッドと複雑さを軽減できます。これにより、セキュリティを重視したアプリケーショ
ンを構築して、暗号化のコンプライアンスと規制の厳格な要件を満たすことができます。

デフォルトでは、Amazon Managed Service for Prometheus は自動的に保管時の暗号化を行い、AWS所有
しているキーを使用して暗号化を行います。これらのキーは、AWSAWSのサービスが複数のアカウントで
使用するために所有および管理するAWS KMSキーのコレクションです。これらのキーの使用を閲覧、管
理、監査することはできません。データを暗号化するキーを保護するためにアクションを実行したりプロ
グラムを変更したりする必要はありません。

詳細については、『キー管理サービス開発者ガイド』のAWS「AWS所有キー」を参照してください。

Amazon Managed Serfor Prometheus のIdentity 
and Access Management

AWS Identity and Access Management (IAM) は、管理者が AWS リソースへのアクセスを安全に制御する
ために役立つ AWS のサービス です。IAM 管理者は、誰を認証 (サインイン) し、誰に Amazon Managed 
Service for Prometheus リソースの使用を承認する (アクセス許可を付与する) かを管理します。IAM は、
追加費用なしで使用できる AWS のサービス です。

トピック
• 対象者 (p. 82)
• アイデンティティを使用した認証 (p. 83)
• ポリシーを使用したアクセスの管理 (p. 85)
• Amazon Managed Serfor Prometheus と IAM の連携方法 (p. 87)
• Amazon Managed Service for Prometheus のアイデンティティベースのポリシーの例 (p. 92)
• Amazon Managed Service for Prometheus のアイデンティティとアクセスのトラブルシューティン

グ (p. 96)

対象者
AWS Identity and Access Management(IAM) の使用方法は、Amazon Managed Service for Prometheus で
行う作業に応じて異なります。

サービスユーザー — ジョブを実行するために Amazon Managed Service for Prometheus サービスを
使用する場合は、管理者から必要なアクセス許可と認証情報が与えられます。さらに多くの Amazon 
Managed Service for Prometheus 機能を使用して作業を行う場合は、追加の許可が必要になる可能性が
あります。アクセスの管理方法を理解しておくと、管理者に適切な許可をリクエストするうえで役立ちま
す。Amazon Managed Service for Prometheus の機能にアクセスできない場合は、「」を参照してくだ
さいAmazon Managed Service for Prometheus のアイデンティティとアクセスのトラブルシューティン
グ (p. 96)。

サービス管理者 — 社内の Amazon Managed Service for Prometheus リソースを担当している場合は、通
常、Amazon Managed Service for Prometheus へのフルアクセスがあります。サービスのユーザーがど
の Amazon Managed Serfor Prometheus 機能やリソースにアクセスするかを決めるのは管理者の仕事で
す。その後、IAM 管理者にリクエストを送信して、サービスユーザーの許可を変更する必要があります。
このページの情報を確認して、IAM の基本概念を理解してください。会社で Amazon Managed Service for 
Prometheus と IAM を併用する方法の詳細については、「」を参照してくださいAmazon Managed Serfor 
Prometheus と IAM の連携方法 (p. 87)。
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IAM 管理者 — IAM 管理者には、Amazon Managed Service for Prometheus へのアクセスを管理するポリ
シーの作成方法を、詳細に把握する必要が生じる場合があります。IAM で使用できる Amazon Managed 
Service for Prometheus アイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、「」を参照してくださ
いAmazon Managed Service for Prometheus のアイデンティティベースのポリシーの例 (p. 92)。

アイデンティティを使用した認証
認証とは、アイデンティティ認証情報を使用して AWS にサインインする方法です。ユーザーは、AWS ア
カウントのルートユーザー として、または IAM ロールを引き受けることによって、認証済み (AWS にサ
インイン済み) である必要があります。

ID ソースから提供された認証情報を使用して、フェデレーティッドアイデンティティとして AWS にサイ
ンインできます。 AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)フェデレーティッドアイデ
ンティティの例としては、(IAM Identity Center) ユーザー、会社のシングルサインオン認証、Google また
は Facebook の認証情報などがあります。フェデレーティッドアイデンティティとしてサインインする場
合、IAM ロールを使用して、前もって管理者により ID フェデレーションが設定されています。フェデレー
ションを使用して AWS にアクセスする場合、間接的にロールを引き受けることになります。

ユーザーのタイプに応じて、AWS Management Console または AWS アクセスポータルにサインインでき
ます。AWS へのサインインの詳細については、AWS サインイン ユーザーガイドの「AWS アカウント に
サインインする方法」を参照してください。

プログラムを使用して AWS にアクセスする場合、AWS は software development kit (SDK) とコマンドラ
インインターフェイス (CLI) を提供して、認証情報を使用しリクエストに暗号で署名します。AWS ツール
を使用しない場合は、リクエストに自分で署名する必要があります。自分でリクエストに署名するための
推奨される方法については、「AWS 全般のリファレンス」の「署名バージョン 4 の署名プロセス」を参
照してください。

使用する認証方法を問わず、セキュリティ情報の提供を追加でリクエストされる場合もあります。例え
ば、AWS は、アカウントのセキュリティを強化するために多要素認証 (MFA) を使用することをお勧め
します。詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイ
ド」の「Multi-factor authentication」(多要素認証) および「IAM ユーザーガイド」の「AWS での多要素認
証 (MFA) の使用」を参照してください。

AWS アカウント ルートユーザー
AWS アカウント を作成する場合は、このアカウントのすべての AWS のサービス とリソースに対して
完全なアクセス権を持つ 1 つのサインインアイデンティティから始めます。この ID は AWS アカウント
ルートユーザーと呼ばれ、アカウントの作成に使用した E メールアドレスとパスワードでサインインする
ことによってアクセスできます。日常的なタスクには、ルートユーザーを使用しないことを強くお勧めし
ます。ルートユーザーの認証情報を保護し、それらを使用してルートユーザーのみが実行できるタスクを
実行します。ルートユーザーとしてサインインする必要があるタスクの完全なリストについては、「AWS 
Account Management 全般のリファレンスガイド」の「ルートユーザー認証情報が必要なタスク」を参照
してください。

フェデレーティッド ID
ベストプラクティスとして、管理者アクセスを必要とするユーザーを含む人間のユーザーに対し、ID プロ
バイダーとのフェデレーションを使用して、一時的な認証情報の使用により、AWS のサービス にアクセ
スすることを要求します。

フェデレーティッド ID は、エンタープライズユーザーディレクトリ、ウェブ ID プロバイダー、AWS 
Directory Service、Identity Center ディレクトリのユーザーか、または ID ソースから提供された認証情報
を使用して AWS のサービス にアクセスするユーザーです。フェデレーティッド ID が AWS アカウント 
にアクセスすると、ロールが継承され、ロールは一時的な認証情報を提供します。

アクセスを一元管理する場合は、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) を使用す
ることをお勧めします。IAM Identity Center でユーザーとグループを作成するか、すべての AWS アカウ
ント とアプリケーションで使用するために、独自の ID ソースで一連のユーザーとグループに接続して同
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期することもできます。IAM Identity Center の詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「What is IAM Identity Center?」(IAM Identity Center とは) を参
照してください。

IAM ユーザーとグループ
IAM ユーザーは、1 人のユーザーまたは 1 つのアプリケーションに対して特定の許可を持つ AWS アカ
ウント 内のアイデンティティです。可能であれば、パスワードやアクセスキーなどの長期的な認証情報
を保有する IAM ユーザーを作成する代わりに、一時的な認証情報を使用することをお勧めします。ただ
し、IAM ユーザーとの長期的な認証情報が必要な特定のユースケースがある場合は、アクセスキーをロー
テーションすることをお勧めします。詳細については、IAM ユーザーガイドの「長期的な認証情報を必要
とするユースケースのためにアクセスキーを定期的にローテーションする」を参照してください。

IAM グループは、IAM ユーザーの集団を指定するアイデンティティです。グループとしてサインイン
することはできません。グループを使用して、複数のユーザーに対して一度に許可を指定できます。
多数のユーザーグループがある場合、グループを使用することで許可の管理が容易になります。例え
ば、IAMAdmins という名前のグループを設定して、そのグループに IAM リソースを管理する許可を与え
ることができます。

ユーザーは、ロールとは異なります。ユーザーは 1 人の人または 1 つのアプリケーションに一意に関連
付けられますが、ロールはそれを必要とする任意の人が引き受けるようになっています。ユーザーには
永続的な長期の認証情報がありますが、ロールでは一時的な認証情報が提供されます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザー (ロールではなく) の作成が適している場合」を参照してくださ
い。

IAM ロール
IAM ロールは、特定の許可を持つ、AWS アカウント 内のアイデンティティです。これは IAM ユーザーに
似ていますが、特定のユーザーには関連付けられていません。ロールを切り替えることによって、AWS 
Management Console で IAM ロールを一時的に引き受けることができます。ロールを引き受けるに
は、AWS CLI または AWS API オペレーションを呼び出すか、カスタム URL を使用します。ロールを使
用する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールの使用」を参照してください。

IAM ロールと一時的な認証情報は、次の状況で役立ちます。

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

• 一時的な IAM ユーザー許可 - IAM ユーザーまたはロールは、特定のタスクに対して複数の異なる許可を
一時的に IAM ロールで引き受けることができます。

• クロスアカウントアクセス - IAM ロールを使用して、自分のアカウントのリソースにアクセスすること
を、別のアカウントの人物 (信頼済みプリンシパル) に許可できます。クロスアカウントアクセスを許可
する主な方法は、ロールを使用することです。ただし、一部の AWS のサービス では、(ロールをプロキ
シとして使用する代わりに) リソースにポリシーを直接添付できます。クロスアカウントアクセスにお
けるロールとリソースベースのポリシーの違いについては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールと
リソースベースのポリシーとの相違点」を参照してください。

• クロスサービスアクセス - 一部の AWS のサービス では、他の AWS のサービス の機能を使用します。
例えば、サービスで呼び出しを行うと、通常そのサービスによって Amazon EC2 でアプリケーションが
実行されたり、Amazon S3 にオブジェクトが保存されたりします。サービスでは、呼び出し元プリンシ
パルの許可、サービスロール、またはサービスにリンクされたロールを使用してこれを行う場合があり
ます。
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• プリンシパル許可 - IAM ユーザーまたはロールを使用して AWS でアクションを実行する場合、その
ユーザーはプリンシパルと見なされます。ポリシーによって、プリンシパルに許可が付与されます。
一部のサービスを使用する際に、アクションを実行することで、別のサービスの別のアクションがト
リガーされることがあります。この場合、両方のアクションを実行するための許可が必要です。ポリ
シーでアクションに追加の依存アクションが必要かどうかを確認するには、サービス認証リファレン
スの「Amazon Managed Service for Prometheus のアクション、リソース、および条件キー」を参照
してください。

• サービスロール - サービスがユーザーに代わってアクションを実行するために引き受ける IAM ロー
ルです。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削除できます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「AWS のサービス にアクセス許可を委任するロールの作成」を参照して
ください。

• サービスにリンクされたロール - サービスにリンクされたロールは、AWS のサービス にリンクされ
たサービスロールの一種です。サービスは、ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き
受けることができます。サービスにリンクされたロールは、AWS アカウント に表示され、サービス
によって所有されます。IAM 管理者は、サービスにリンクされたロールの許可を表示できますが、編
集することはできません。

• Amazon EC2 で実行されているアプリケーション - EC2 インスタンスで実行され、AWS CLI または 
AWS API 要求を行っているアプリケーションの一時的な認証情報を管理するには、IAM ロールを使用
できます。これは、EC2 インスタンス内でのアクセスキーの保存に推奨されます。AWS ロールを EC2 
インスタンスに割り当て、そのすべてのアプリケーションで使用できるようにするには、インスタンス
にアタッチされたインスタンスプロファイルを作成します。インスタンスプロファイルにはロールが含
まれ、EC2 インスタンスで実行されるプログラムは一時的な認証情報を取得することができます。詳細
については、「IAM ユーザーガイド」の「Amazon EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションに 
IAM ロールを使用して許可を付与する」を参照してください。

IAM ロールと IAM ユーザーのどちらを使用するかについては、「IAM ユーザーガイド」の「(IAM ユー
ザーではなく) IAM ロールをいつ作成したら良いのか?」を参照してください。

ポリシーを使用したアクセスの管理
AWS でアクセスをコントロールするには、ポリシーを作成して AWS アイデンティティまたはリソースに
アタッチします。ポリシーは AWS のオブジェクトであり、アイデンティティやリソースに関連付けて、
これらのアクセス許可を定義します。AWS は、プリンシパル (ユーザー、ルートユーザー、またはロー
ルセッション) がリクエストを行うと、これらのポリシーを評価します。ポリシーでの許可により、リク
エストが許可されるか拒否されるかが決まります。大半のポリシーは JSON ドキュメントとして AWS に
保存されます。JSON ポリシードキュメントの構造と内容の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の
「JSON ポリシー概要」を参照してください。

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプ
リンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

デフォルトでは、ユーザーやロールにアクセス許可はありません。IAM 管理者は、リソースで必要なアク
ションを実行するためのアクセス許可をユーザーに付与する IAM ポリシーを作成できます。その後、管理
者はロールに IAM ポリシーを追加し、ユーザーはロールを引き継ぐことができます。

IAM ポリシーは、オペレーションの実行方法を問わず、アクションの許可を定義します。例え
ば、iam:GetRole アクションを許可するポリシーがあるとします。このポリシーがあるユーザー
は、AWS Management Console、AWS CLI、または AWS API からロールの情報を取得できます。

アイデンティティベースのポリシー
アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーのグループ、ロールなど、アイデンティ
ティに添付できる JSON 許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが実行
できるアクション、リソース、および条件を制御します。アイデンティティベースのポリシーを作成する
方法については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーの作成」を参照してください。
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アイデンティティベースのポリシーは、さらにインラインポリシーまたはマネージドポリシーに分類でき
ます。インラインポリシーは、単一のユーザー、グループ、またはロールに直接埋め込まれます。マネー
ジドポリシーは、AWS アカウント 内の複数のユーザー、グループ、およびロールに添付できるスタンド
アロンポリシーです。マネージドポリシーには、AWS マネージドポリシーとカスタマーマネージドポリ
シーがあります。マネージドポリシーまたはインラインポリシーのいずれかを選択する方法については、
「IAM ユーザーガイド」の「マネージドポリシーとインラインポリシーの比較」を参照してください。

リソースベースのポリシー
リソースベースのポリシーは、リソースに添付する JSON ポリシードキュメントです。リソースベース
のポリシーには例として、IAM ロールの信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーがあげられます。
リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定の
リソースへのアクセスを制御できます。ポリシーが添付されているリソースの場合、指定されたプリン
シパルがそのリソースに対して実行できるアクションと条件は、ポリシーによって定義されます。リソー
スベースのポリシーで、プリンシパルを指定する必要があります。プリンシパルには、アカウント、ユー
ザー、ロール、フェデレーティッドユーザー、または AWS のサービス を含めることができます。

リソースベースのポリシーは、そのサービス内にあるインラインポリシーです。リソースベースのポリ
シーでは IAM の AWS マネージドポリシーは使用できません。

アクセスコントロールリスト (ACL)
アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロー
ル) がリソースにアクセスするための許可を持つかをコントロールします。ACL はリソースベースのポリ
シーに似ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。

Simple Storage Service (Amazon S3)、AWS WAF、および Amazon VPC は、ACL をサポートするサービ
スの例です。ACL の詳細については、「Amazon Simple Storage Service デベロッパーガイド」の「アク
セスコントロールリスト (ACL) の概要」を参照してください。

その他のポリシータイプ
AWS では、その他の一般的ではないポリシータイプもサポートしています。これらのポリシータイプで
は、より一般的なポリシータイプで付与された最大の許可を設定できます。

• アクセス許可の境界 - アクセス許可の境界は、アイデンティティベースのポリシーによって IAM エン
ティティ (IAM ユーザーまたはロール) に付与できる許可の上限を設定する高度な機能です。エンティ
ティにアクセス許可の境界を設定できます。結果として得られるアクセス許可は、エンティティのアイ
デンティティベースポリシーとそのアクセス許可の境界の共通部分になります。Principal フィール
ドでユーザーまたはロールを指定するリソースベースのポリシーでは、アクセス許可の境界は制限され
ません。これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。アクセス許可
の境界の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM エンティティのアクセス許可の境界」を参
照してください。

• サービスコントロールポリシー (SCP) - SCP は、AWS Organizations で組織や組織単位 (OU) の最大許
可を指定する JSON ポリシーです。AWS Organizations は、顧客のビジネスが所有する複数の AWS ア
カウント をグループ化し、一元的に管理するサービスです。組織内のすべての機能を有効にすると、
サービスコントロールポリシー (SCP) を一部またはすべてのアカウントに適用できます。SCP はメン
バーアカウントのエンティティに対するアクセス許可を制限します (各 AWS アカウントのルートユー
ザー など)。Organizations と SCP の詳細については、AWS Organizations ユーザーガイドの「SCP の
仕組み」を参照してください。

• セッションポリシー - セッションポリシーは、ロールまたはフェデレーティッドユーザーの一時的な
セッションをプログラムで作成する際にパラメータとして渡す高度なポリシーです。結果としてセッ
ションの許可される範囲は、ユーザーまたはロールのアイデンティティベースポリシーとセッションポ
リシーの共通部分になります。また、リソースベースのポリシーから許可が派生する場合もあります。
これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。詳細については、IAM 
ユーザーガイドの「セッションポリシー」を参照してください。
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複数のポリシータイプ
1 つのリクエストに複数のタイプのポリシーが適用されると、結果として作成される許可を理解するのが
さらに難しくなります。複数のポリシータイプが関連するとき、リクエストを許可するかどうかを AWS 
が決定する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「ポリシーの評価ロジック」を参照してく
ださい。

Amazon Managed Serfor Prometheus と IAM の連携
方法
IAM を使用して Amazon Managed Service for Prometheus へのアクセスを管理する前に、Amazon 
Managed Service for Prometheus で利用できる IAM の機能について学びます。

Amazon Managed Serfor Prometheus で使用できる IAM の機能

IAM 機能 Amazon Managed Serfor Prometheus

アイデンティティベースのポリシー (p. 87) はい

リソースベースのポリシー (p. 88) いいえ

ポリシーアクション (p. 88) はい

ポリシーリソース (p. 89) はい

ポリシー条件キー (p. 89) いいえ

ACL (p. 90) いいえ

ABAC (ポリシー内のタグ) (p. 90) はい

一時的な認証情報 (p. 91) はい

プリンシパル許可 (p. 91) いいえ

サービスロール (p. 91) いいえ

サービスにリンクされたロール (p. 92) いいえ

Amazon Managed Service for Prometheus およびAWSのその他のサービスが大部分の IAM 機能とどのよ
うに機能するかに関するおまかな説明については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM と連携するAWSサー
ビス」を参照してください。

Amazon Managed Service for Prometheus のアイデンティティ
ベースのポリシー

アイデンティティベースのポリシーのサポート はい

アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーグループ、ロールなど、アイデンティティ
に添付できる JSON アクセス許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが
実行できるアクション、リソース、および条件を制御します。アイデンティティベースのポリシーを作成
する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーの作成」を参照してください。
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IAM アイデンティティベースのポリシーでは、許可または拒否するアクションとリソース、アクションを
許可または拒否する条件を指定できます。プリンシパルは、それが添付されているユーザーまたはロール
に適用されるため、アイデンティティベースのポリシーでは指定できません。JSON ポリシーで使用でき
るすべての要素について学ぶには、「IAM ユーザーガイド」の「IAM JSON ポリシーの要素のリファレン
ス」を参照してください。

Amazon Managed Service for Prometheus のアイデンティティベースのポリシー
の例

Amazon Managed Service for Prometheus のアイデンティティベースポリシーの例を表示するには、「」
を参照してくださいAmazon Managed Service for Prometheus のアイデンティティベースのポリシーの
例 (p. 92)。

Amazon Managed Service for Prometheus 内のリソースベースの
ポリシー

リソースベースのポリシーのサポート いいえ

リソースベースのポリシーは、リソースにアタッチする JSON ポリシードキュメントです。リソースベー
スのポリシーには例として、IAM ロールの信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーがあげられま
す。リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定
のリソースへのアクセスを制御できます。ポリシーが添付されているリソースの場合、指定されたプリン
シパルがそのリソースに対して実行できるアクションと条件は、ポリシーによって定義されます。リソー
スベースのポリシーで、プリンシパルを指定する必要があります。プリンシパルには、アカウント、ユー
ザー、ロール、フェデレーティッドユーザー、または AWS のサービス を含めることができます。

クロスアカウントアクセスを有効にするには、全体のアカウント、または別のアカウントの IAM エンティ
ティを、リソースベースのポリシーのプリンシパルとして指定します。リソースベースのポリシーにクロ
スアカウントのプリンシパルを追加しても、信頼関係は半分しか確立されない点に注意してください。プ
リンシパルとリソースが異なる AWS アカウント にある場合、信頼できるアカウントの IAM 管理者は、リ
ソースにアクセスするための許可をプリンシパルエンティティ (ユーザーまたはロール) に付与する必要も
あります。IAM 管理者は、アイデンティティベースのポリシーをエンティティにアタッチすることで許可
を付与します。ただし、リソースベースのポリシーで、同じアカウントのプリンシパルへのアクセス権が
付与されている場合は、ID ベースのポリシーをさらに付与する必要はありません。詳細については、IAM 
ユーザーガイドの「IAM ロールとリソースベースのポリシーとの相違点」を参照してください。

Amazon Managed Serfor Prometheus のポリシーアクション

ポリシーアクションに対するサポート はい

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれが何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どの
プリンシパル がどの リソース に対してどのような 条件 下で アクション を実行できるかということで
す。

JSON ポリシーの Action 要素には、ポリシー内のアクセスを許可または拒否するために使用できるアク
ションが記述されます。ポリシーアクションの名前は通常、関連する AWS API オペレーションと同じで
す。一致する API オペレーションのない許可のみのアクションなど、いくつかの例外があります。また、
ポリシーに複数のアクションが必要なオペレーションもあります。これらの追加アクションは、依存アク
ションと呼ばれます。

このアクションは、関連付けられたオペレーションを実行するための許可を付与するポリシーで使用され
ます。
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Amazon Managed Service for Prometheus アクションの一覧については、「サービス認証リファレンス」
の「Amazon Managed Service for Prometheus で定義されるアクション」を参照してください。

Amazon Managed Service for Prometheus のポリシーアクションは、アクションの前に次のプレフィック
スを使用します。

aps

単一のステートメントで複数のアクションを指定するには、アクションをカンマで区切ります。

"Action": [ 
      "aps:action1", 
      "aps:action2" 
         ]

Amazon Managed Service for Prometheus のアイデンティティベースポリシーの例を表示するには、「」
を参照してくださいAmazon Managed Service for Prometheus のアイデンティティベースのポリシーの
例 (p. 92)。

Amazon Managed Serfor Prometheus のポリシーリソース

ポリシーリソースに対するサポート はい

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれが何にアクセスできるかを指定できます。つまり、ど
のプリンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

Resource JSON ポリシー要素は、オブジェクトあるいはアクションが適用されるオブジェクトを指定し
ます。ステートメントには、Resource または NotResource 要素を含める必要があります。ベストプラ
クティスとして、Amazon リソースネーム (ARN) を使用してリソースを指定します。これは、リソースレ
ベルの許可と呼ばれる特定のリソースタイプをサポートするアクションに対して実行できます。

オペレーションのリスト化など、リソースレベルの許可をサポートしないアクションの場合は、ステート
メントがすべてのリソースに適用されることを示すために、ワイルドカード (*) を使用します。

"Resource": "*"

Amazon Managed Serfor Prometheus リソースタイプとその ARN の一覧については、「サービス認証リ
ファレンス」の「Amazon Managed Service for Prometheus で定義されるリソース」を参照してくださ
い。各リソースの ARN を指定できるアクションについては、「Amazon Managed Service for Prometheus 
で定義されるアクション」を参照してください。

Amazon Managed Service for Prometheus のアイデンティティベースポリシーの例を表示するには、「」
を参照してくださいAmazon Managed Service for Prometheus のアイデンティティベースのポリシーの
例 (p. 92)。

Amazon Managed Serfor Prometheus のポリシー条件キー

サービス固有のポリシー条件キーのサポート いいえ

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプ
リンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。
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Condition 要素 (または Condition ブロック) を使用すると、ステートメントが有効な条件を指定でき
ます。Condition 要素はオプションです。イコールや未満などの条件演算子を使用して条件式を作成す
ることで、ポリシーの条件とリクエスト内の値を一致させることができます。

1 つのステートメントに複数の Condition 要素を指定する場合、または 1 つの Condition 要素に複数
のキーを指定する場合、AWS では AND 論理演算子を使用してそれらを評価します。単一の条件キーに複
数の値を指定する場合、AWS では OR 論理演算子を使用して条件を評価します。ステートメントの許可が
付与される前にすべての条件が満たされる必要があります。

条件を指定する際にプレースホルダー変数も使用できます。例えば IAM ユーザーに、IAM ユーザー名が
タグ付けされている場合のみリソースにアクセスできる許可を付与することができます。詳細について
は、IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシーの要素: 変数およびタグ」を参照してください。

AWS はグローバル条件キーとサービス固有の条件キーをサポートしています。すべての AWS グローバル
条件キーを確認するには、「IAM ユーザーガイド」の「AWS グローバル条件コンテキストキー」を参照し
てください。

Amazon Managed Serfor Prometheus の条件キーの一覧については、「サービス認証リファレンス」の
「Amazon Managed Service for Prometheus の条件キー」を参照してください。条件キーを使用できるア
クションとリソースについては、「Amazon Managed Service for Prometheus で定義されるアクション」
を参照してください。

Amazon Managed Service for Prometheus のアイデンティティベースポリシーの例を表示するには、「」
を参照してくださいAmazon Managed Service for Prometheus のアイデンティティベースのポリシーの
例 (p. 92)。

Amazon Managed Service for Prometheus アクセスコントロール
リスト (ACL)

ACL のサポート いいえ

アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロー
ル) がリソースにアクセスするための許可を持つかを制御します。ACL はリソースベースのポリシーに似
ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。

Amazon Managed Service for Prometheus

ABAC (ポリシー内のタグ) のサポート はい

属性ベースのアクセスコントロール (ABAC) は、属性に基づいてアクセス許可を定義する認可戦略で
す。AWS では、属性はタグと呼ばれます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール)、および多
数の AWS リソースに添付できます。エンティティとリソースのタグ付けは、ABAC の最初のステップで
す。その後、プリンシパルのタグがアクセスしようとしているリソースのタグと一致した場合に操作を許
可するように ABAC ポリシーをします。

ABAC は、急速に成長している環境でポリシー管理が面倒な状況に役立ちます。

タグに基づいてアクセスを管理するには、aws:ResourceTag/key-name、aws:RequestTag/key-
name、または aws:TagKeys の条件キーを使用して、ポリシーの 条件要素 でタグ情報を提供します。

サービスがすべてのリソースタイプに対して 3 つの条件キーすべてをサポートする場合、そのサービスの
値ははいです。サービスが一部のリソースタイプに対してのみ 3 つの条件キーすべてをサポートする場
合、値は部分的です。
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ABAC の詳細については、IAM ユーザーガイドの「ABAC とは?」を参照してください。ABAC をセット
アップするステップを説明するチュートリアルについては、「IAM ユーザーガイド」の「属性に基づくア
クセスコントロール (ABAC) を使用する」を参照してください。

Amazon Managed Service for Prometheus での一時的な認証情報
の使用

一時認証情報のサポート はい

AWS のサービス には、一時認証情報を使用してサインインしても機能しないものがあります。一時的な
認証情報を利用できる AWS のサービス を含めた詳細情報については、IAM ユーザーガイドの「IAM と連
携する AWS のサービス」を参照してください。

ユーザー名とパスワード以外の方法で AWS Management Console にサインインする場合は、一時認証情
報を使用していることになります。例えば、会社の Single Sign-On (SSO) リンクを使用して AWS にアク
セスすると、そのプロセスは自動的に一時認証情報を作成します。また、ユーザーとしてコンソールにサ
インインしてからロールを切り替える場合も、一時認証情報が自動的に作成されます。ロールの切り替え
に関する詳細については、IAM ユーザーガイドの「ロールへの切り替え (コンソール)」を参照してくださ
い。

一時認証情報は、AWS CLI または AWS API を使用して手動で作成できます。作成後、一時認証情報を使
用して AWS にアクセスできるようになります。AWS は、長期的なアクセスキーを使用する代わりに、一
時認証情報を動的に生成することをお勧めします。詳細については、「IAM の一時的セキュリティ認証情
報」を参照してください。

Amazon Managed Service for Prometheus のサービスプリンシパ
ル許可

プリンシパル許可のサポート いいえ

IAM ユーザーまたはロールを使用して AWS でアクションを実行するユーザーは、プリンシパルと見なさ
れます。ポリシーは、プリンシパルにアクセス許可を付与します。一部のサービスを使用する際に、ア
クションを実行することで、別のサービスの別のアクションがトリガーされることがあります。この場
合、両方のアクションを実行するための許可が必要です。アクションがポリシーで追加の依存アクショ
ンを必要とするかどうかを確認するには、サービス認証リファレンスの「Amazon Managed Service for 
Prometheus のアクション、リソース、および条件キー」を参照してください。

Amazon Managed Service for Prometheus のサービスロール

サービスロールに対するサポート いいえ

サービスロールとは、サービスがユーザーに代わってアクションを実行するために引き受ける IAM ロール
です。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削除できます。詳細については、「IAM 
ユーザーガイド」の「AWS のサービス にアクセス許可を委任するロールの作成」を参照してください。

Warning

サービスロールの許可を変更すると、Amazon Managed Service for Prometheus の機能が破損
する可能性があります。Amazon Managed Serfor Prometheus が指示する場合以外は、サービス
ロールを編集しないでください。
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Amazon Managed Service for Prometheus のサービスにリンクさ
れたロール

サービスリンクロールのサポート いいえ

サービスリンクロールは、AWS のサービスにリンクされているサービスロールの一種です。サービスは、
ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き受けることができます。サービスにリンクされた
ロールは、AWS アカウント に表示され、サービスによって所有されます。IAM 管理者は、サービスリン
クロールのアクセス許可を表示できますが、編集することはできません。

サービスリンクロールの作成または管理の詳細については、「IAM と提携する AWS のサービス」を参照
してください。表の中から、[Service-linked role] (サービスにリンクされたロール) 列に Yes と記載され
たサービスを見つけます。サービスにリンクされたロールに関するドキュメントをサービスで表示するに
は、[Yes] (はい) リンクを選択します。

Amazon Managed Service for Prometheus のアイデン
ティティベースのポリシーの例
デフォルトでは、ユーザーおよびロールには Amazon Managed Service for Prometheus リソースを作成
または変更するアクセス許可はありません。また、AWS Management Console、AWS Command Line 
Interface (AWS CLI)、または AWS API を使用してタスクを実行することもできません。IAM 管理者は、
リソースで必要なアクションを実行するためのアクセス許可をユーザーに付与する IAM ポリシーを作成
できます。その後、管理者はロールに IAM ポリシーを追加し、ユーザーはロールを引き継ぐことができま
す。

これらサンプルの JSON ポリシードキュメントを使用して、IAM アイデンティティベースのポリシーを作
成する方法については、IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

リソースタイプごとの ARN の形式を含む、Amazon Managed Service for Prometheus で定義されるア
クションとリソースタイプの詳細については、「サービス認証リファレンス」の「Amazon Managed 
Service for Prometheus のアクション、リソース、および条件キー」を参照してください。

トピック
• ポリシーのベストプラクティス (p. 92)
• Amazon Managed Serfor Prometheus コンソールを使用する (p. 93)
• AWSAmazon Managed Serfor Prometheus (p. 93)
• Amazon Managed Serfor PrometheusAWS (p. 95)
• ユーザーが自分の許可を表示できるようにする (p. 96)

ポリシーのベストプラクティス
ID ベースのポリシーは、ユーザーのアカウント内で誰かが Amazon Managed Service for Prometheus 
リソースを作成、アクセス、または削除できるどうかを決定します。これらのアクションを実行する
と、AWS アカウント に追加料金が発生する可能性があります。アイデンティティベースポリシーを作成
したり編集したりする際には、以下のガイドラインと推奨事項に従ってください。

• AWS マネージドポリシーを使用して開始し、最小特権の許可に移行する – ユーザーとワークロードへ
の許可の付与を開始するには、多くの一般的なユースケースのために許可を付与する AWS マネージド
ポリシーを使用します。これらは AWS アカウント で使用できます。ユースケースに応じた AWS カス
タマーマネージドポリシーを定義することで、許可をさらに減らすことをお勧めします。詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「AWS マネージドポリシー」または「AWS ジョブ機能の管理ポリ
シー」を参照してください。
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• 最小特権を適用する – IAM ポリシーで許可を設定するときは、タスクの実行に必要な許可のみを付与し
ます。これを行うには、特定の条件下で特定のリソースに対して実行できるアクションを定義します。
これは、最小特権アクセス許可とも呼ばれています。IAM を使用して許可を適用する方法の詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのポリシーとアクセス許可」を参照してください。

• IAM ポリシーで条件を使用してアクセスをさらに制限する – ポリシーに条件を追加して、アクション
やリソースへのアクセスを制限できます。例えば、ポリシー条件を記述して、すべてのリクエストを 
SSL を使用して送信するように指定することができます。また、AWS のサービス などの特定の AWS 
CloudFormation を介して使用する場合、条件を使用してサービスアクションへのアクセスを許可する
こともできます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の [IAM JSON policy elements: Condition]
(IAM JSON ポリシー要素：条件) を参照してください。

• IAM Access Analyzer を使用して IAM ポリシーを検証し、安全で機能的な許可を確保する - IAM Access 
Analyzer は、新規および既存のポリシーを検証して、ポリシーが IAM ポリシー言語 (JSON) および IAM 
のベストプラクティスに準拠するようにします。IAM Access Analyzer は 100 を超えるポリシーチェッ
クと実用的な推奨事項を提供し、安全で機能的なポリシーを作成できるようサポートします。詳細につ
いては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM Access Analyzer ポリシーの検証」を参照してください。

• 多要素認証 (MFA) を要求する – AWS アカウント で IAM ユーザーまたはルートユーザーを要求するシナ
リオがある場合は、セキュリティを強化するために MFA をオンにします。API オペレーションが呼び
出されるときに MFA を必須にするには、ポリシーに MFA 条件を追加します。詳細については、「IAM 
ユーザーガイド」の「MFA 保護 API アクセスの設定」を参照してください。

IAM でのベストプラクティスの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのセキュリティのベ
ストプラクティス」を参照してください。

Amazon Managed Serfor Prometheus コンソールを使用する
Amazon Managed Serfor Prometheus コンソールにアクセスするには、許可の最小限のセットが必要で
す。これらのアクセス許可により、社内の Amazon Managed Service for Prometheus リソースの詳細をリ
ストおよび表示できますAWS アカウント。最小限必要な許可よりも制限が厳しいアイデンティティベース
のポリシーを作成すると、そのポリシーを持つエンティティ (ユーザーまたはロール) に対してコンソール
が意図したとおりに機能しません。

AWS CLI または AWS API のみを呼び出すユーザーには、最小限のコンソール許可を付与する必要はあり
ません。代わりに、実行しようとしている API オペレーションに一致するアクションのみへのアクセスが
許可されます。

ユーザーとロールが引き続き Amazon Managed Serfor Prometheus コンソールを使用できるようにするに
は、エンティティに Amazon Managed Service for PrometheusConsoleAccessReadOnlyAWS または管
理ポリシーも添付します。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「ユーザーへの許可の追加」を参
照してください。

AWSAmazon Managed Serfor Prometheus
Amazon Managed Serfor Prometheus には、AWS次の管理ポリシーが含まれます。

AmazonPrometheusFullAccess

AmazonPrometheusFullAccessの内容は次のとおりです。

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

AmazonPrometheusConsoleFullAccess

AmazonPrometheusConsoleFullAccessの内容は以下の通りです。このポリシーにはtag:GetTagKeys、
このポリシーが適用されているユーザーが Amazon Prometheus コンソールを使用して Amazon マネージ
ドサービス for Prometheus リソースにタグを追加するときに、tag:GetTagValuesタグの候補が表示さ
れるようにしています。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "tag:GetTagValues", 
                "tag:GetTagKeys" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "aps:CreateWorkspace", 
                "aps:DescribeWorkspace", 
                "aps:UpdateWorkspaceAlias", 
                "aps:DeleteWorkspace", 
                "aps:ListWorkspaces", 
                "aps:DescribeAlertManagerDefinition", 
                "aps:DescribeRuleGroupsNamespace", 
                "aps:CreateAlertManagerDefinition", 
                "aps:CreateRuleGroupsNamespace", 
                "aps:DeleteAlertManagerDefinition", 
                "aps:DeleteRuleGroupsNamespace", 
                "aps:ListRuleGroupsNamespaces", 
                "aps:PutAlertManagerDefinition", 
                "aps:PutRuleGroupsNamespace", 
                "aps:TagResource", 
                "aps:UntagResource", 
                "aps:CreateLoggingConfiguration", 
                "aps:UpdateLoggingConfiguration", 
                "aps:DeleteLoggingConfiguration", 
                "aps:DescribeLoggingConfiguration" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

AmazonPrometheusRemoteWriteAccess

AmazonPrometheusRemoteWriteAccessの内容は次のとおりです。

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

AmazonPrometheusQueryAccess

AmazonPrometheusQueryAccessの内容は次のとおりです。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "aps:GetLabels", 
                "aps:GetMetricMetadata", 
                "aps:GetSeries", 
                "aps:QueryMetrics" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Amazon Managed Serfor PrometheusAWS
AmazonAWS Managed Serfor Prometheus の管理ポリシーに対する更新の詳細について、このサービスが
これらの変更の追跡を開始した以降のものを示します。このページの変更に関する自動通知を入手するに
は、Amazon Managed Service for Prometheus ドキュメントの履歴ページから、RSS フィードにサブスク
ライブしてください。

変更 説明 日付

AmazonPrometheusConsoleFullAccess (p. 94)
– 既存ポリシーへの更新。

Amazon Managed Service 
for Prometheus には、 
CloudWatch アラートマネー
ジャーとルーラーイベント
のログ記録をサポートする
新しい権限が追加されまし
た。AmazonPrometheusConsoleFullAccess

aps:CreateLoggingConfiguration、aps:UpdateLoggingConfigurationaps:DeleteLoggingConfiguration、aps:DescribeLoggingConfiguration権
限が追加されました。

2022 年 10 月 24 日

AmazonPrometheusConsoleFullAccess (p. 94)
– 既存ポリシーへの更新。

Amazon Managed Service for 
Prometheus には、Amazon 
マネージドサービス for 
Prometheus 機能をサポート
する新しい権限が追加されま
した。これにより、このポリ
シーが適用されているユーザー
は、Amazon マネージドサービ
スfor Prometheus リソースに
タグを適用するときに、タグ

2021 年 9 月 29 日

95



Amazon Managed Service for Prometheus ユーザーガイド
トラブルシューティング

変更 説明 日付
の候補のリストが表示されま
す。AmazonPrometheusConsoleFullAccess

、tag:GetTagKeys、tag:GetTagValues、aps:CreateAlertManagerDefinitionaps:CreateRuleGroupsNamespace、aps:DeleteAlertManagerDefinition、aps:DeleteRuleGroupsNamespace、aps:DescribeAlertManagerDefinition、aps:DescribeRuleGroupsNamespace、aps:ListRuleGroupsNamespaces、aps:PutAlertManagerDefinition、aps:PutRuleGroupsNamespaceaps:TagResource、aps:UntagResourceお
よび権限が追加されました。

Amazon Managed Serfor 
Prometheus が変更の追跡を開始
しました

Amazon Managed Serfor 
Prometheus がAWS管理ポリシー
の変更の追跡を開始しました。

2021 年 9 月 15 日

ユーザーが自分の許可を表示できるようにする
この例では、ユーザーアイデンティティに添付されたインラインおよびマネージドポリシーの表示を IAM 
ユーザーに許可するポリシーを作成する方法を示します。このポリシーには、コンソールで、または AWS 
CLI か AWS API を使用してプログラム的に、このアクションを完了するアクセス許可が含まれています。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ViewOwnUserInfo", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetUserPolicy", 
                "iam:ListGroupsForUser", 
                "iam:ListAttachedUserPolicies", 
                "iam:ListUserPolicies", 
                "iam:GetUser" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"] 
        }, 
        { 
            "Sid": "NavigateInConsole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetGroupPolicy", 
                "iam:GetPolicyVersion", 
                "iam:GetPolicy", 
                "iam:ListAttachedGroupPolicies", 
                "iam:ListGroupPolicies", 
                "iam:ListPolicyVersions", 
                "iam:ListPolicies", 
                "iam:ListUsers" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Amazon Managed Service for Prometheus のアイデン
ティティとアクセスのトラブルシューティング
以下の情報を使用して、Amazon Managed Service for Prometheus と IAM の使用時に発生する可能性があ
る一般的な問題の診断と修正に役立てます。
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トピック
• Amazon Managed Service for Prometheus でアクションを実行する権限がない (p. 97)
• iam を実行する権限がないPassRole (p. 97)
• AWSアカウント以外のユーザーに Amazon Managed Service for Prometheus リソースへのアクセスを

許可したい (p. 97)

Amazon Managed Service for Prometheus でアクションを実行す
る権限がない
あるアクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合、そのアクションを実行できるよう
にポリシーを更新する必要があります。

次のエラー例は、mateojackson IAM ユーザーがコンソールを使用して、ある my-example-widget リ
ソースに関する詳細情報を表示しようとしたことを想定して、その際に必要な aps:GetWidget アクセス
許可を持っていない場合に発生するものです。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform: 
 aps:GetWidget on resource: my-example-widget

この場合、aps:GetWidget アクションを使用して my-example-widget リソースへのアクセスを許可
するように、mateojackson ユーザーのポリシーを更新する必要があります。

サポートが必要な場合は、AWS 管理者に問い合わせてください。サインイン資格情報を提供した担当者が
管理者です。

iam を実行する権限がないPassRole
iam:PassRoleアクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合は、ポリシーを更新して 
Amazon Managed Service for Prometheus にロールを渡せるようにする必要があります。

一部の AWS のサービス では、新しいサービスロールまたはサービスにリンクされたロールを作成せず
に、既存のロールをサービスに渡すことが許可されています。そのためには、サービスにロールを渡す許
可が必要です。

以下の例のエラーは、という名前の IAM ユーザーがコンソールを使用して Amazon Managed Service for 
Prometheusmarymajor でアクションを実行しようする場合に発生します。ただし、このアクションを
サービスが実行するには、サービスロールから付与されたアクセス許可が必要です。Mary には、ロールを
サービスに渡す許可がありません。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform: iam:PassRole

この場合、メアリーのポリシーを更新してメアリーに iam:PassRole アクションの実行を許可する必要
があります。

サポートが必要な場合は、AWS 管理者に問い合わせてください。サインイン資格情報を提供した担当者が
管理者です。

AWSアカウント以外のユーザーに Amazon Managed Service for 
Prometheus リソースへのアクセスを許可したい
他のアカウントのユーザーや組織外のユーザーが、リソースにアクセスするために使用できるロールを
作成できます。ロールの引き受けを委託するユーザーを指定することができます。リソースベースのポリ
シーまたはアクセス制御リスト (ACL) をサポートするサービスの場合、それらのポリシーを使用して、リ
ソースへのアクセスを付与できます。
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詳細については、以下を参照してください。

• Amazon Managed Serfor Prometheus がこれらの機能をサポートしているかどうかを確認するには、
「」を参照してくださいAmazon Managed Serfor Prometheus と IAM の連携方法 (p. 87)。

• 所有している AWS アカウント 全体のリソースへのアクセス権を提供する方法については、「IAM ユー
ザーガイド」の「所有している別の AWS アカウント アカウントへのアクセス権を IAM ユーザーに提
供」を参照してください。

• サードパーティーの AWS アカウント にリソースへのアクセス権を提供する方法については、「IAM 
ユーザーガイド」の「第三者が所有する AWS アカウント へのアクセス権を付与する」を参照してくだ
さい。

• ID フェデレーションを介してアクセスを提供する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「外部で
認証されたユーザー (ID フェデレーション) へのアクセスの許可」を参照してください。

• クロスアカウントアクセスでのロールとリソースベースのポリシーの使用の違いの詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールとリソースベースのポリシーとの相違点」を参照してくださ
い。

IAM の権限とポリシー
Amazon Managed Service for Prometheus にアクセスするには、認証が必要です。これらの認証情報
は、AWSクラウドリソースに関する Amazon Managed Service for Prometheus データの取得などのアク
ションやリソースへの許可が必要です。以下のセクションでは、AWS Identity and Access Management 
(IAM) と Amazon Managed Service を使用してリソースにアクセスできるユーザーを制御することで、リ
ソースを保護する方法について詳しく説明します。詳細については、「IAM のポリシーとアクセス許可

Amazon Managed Service for Prometheus アクセス許
可
次の表は、Amazon マネージドサービス for Prometheus のアクションと必要な権限を示しています。

アクション 必要なアクセス権限

アラートを作成するためのアラートを作成し
ます。

aps:CreateAlertManagerAlerts

アラートマネージャ定義を詳細表示するた
めのアクセス許可を付与する 詳細について
は、「アラート・マネージャー (p. 46)」を参
照してください。

aps:CreateAlertManagerDefinition

ルールグループ名前空間を作成するための
ルールグループ名前空間を詳細表示するた
めのアクセス許可を付与する 詳細について
は、「記録ルールとアラートルール (p. 41)」
を参照してください。

aps:CreateRuleGroupsNamespace

Prometheus ワークスペース用の Amazon マ
ネージドサービスを作成します。ワークス
ペースは Prometheus メトリクスの保存とク
エリ専用の論理的なスペースです。

aps:CreateWorkspace

アラートマネージャ定義を詳細表示するため
のアクセス許可を付与する。

aps:DeleteAlertManagerDefinition

アラートサイレンスを削除します。 aps:DeleteAlertManagerSilence
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アクション 必要なアクセス権限

Amazon Managed Service for Prometheus 
ワークスペースを削除する

aps:DeleteWorkspace

アラートマネージャー定義に関する詳細情報
を取得します。

aps:DescribeAlertManagerDefinition

ルールグループ名前空間に関する詳細情報を
取得する

aps:DescribeRuleGroupsNamespace

Amazon Managed Service for Prometheus 
ワークスペースに関する詳細情報を取得する

aps:DescribeWorkspace

アラートサイレンスに関する詳細情報を取得
します。

aps:GetAlertManagerSilence

ワークスペース内のアラートマネージャのス
テータスを取得する

aps:GetAlertManagerStatus

ラベルを取得します。 aps:GetLabels

Amazon Managed Service for Prometheus メ
トリクスのメタデータを取得する

aps:GetMetricMetadata

時系列データを取得する。 aps:GetSeries

アラートマネージャー定義で定義されている
アラートグループのリストを取得します。

aps:ListAlertManagerAlertGroups

アラートマネージャーで定義されているア
ラートのリストを取得します。

aps:ListAlertManagerAlerts

アラートマネージャー定義で定義されている
受信者のリストを取得します。

aps:ListAlertManagerReceivers

定義されているアラート・サイレンスのリス
トを取得します。

aps:ListAlertManagerSilences

アクティブなアラートの取得する aps:ListAlerts

ワークスペース内のルールグループ名前空間
内のルールのリストを取得します。

aps:ListRules

ワークスペース内のルールグループ名前空間
の一覧を取得します。

aps:ListRuleGroupsNamespaces

Amazon マネージドサービス for Prometheus 
リソースに関連付けられているタグを取得し
ます。

aps:ListTagsForResource

アカウントに存在する Amazon マネージド
サービス for Prometheus ワークスペースの
リストを取得します。

aps:ListWorkspaces

ワークスペース内の既存のアラートマネー
ジャー定義を更新します。

aps:PutAlertManagerDefinition

アラートサイレンスを作成します。 aps:PutAlertManagerSilences

既存のルールグループ名前空間を更新する aps:PutRuleGroupsNamespace
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アクション 必要なアクセス権限

Amazon Managed Service で Amazon 
Managed Service でクエリを実行する

aps:QueryMetrics

リモート書き込みを実行して、Prometheus 
サーバーから Amazon Managed Service for 
Prometheus へのメトリクスのストリーミン
グを開始します。

aps:RemoteWrite

Amazon Managed Service for Prometheus リ
ソースにタグを付与する

aps:TagResource

Amazon Managed Service for Prometheus リ
ソースからタグを削除する。

aps:UntagResource

既存のワークスペースのエイリアスを変更し
ます。

aps:UpdateWorkspaceAlias

ログ処理の設定 aps:CreateLoggingConfiguration

ログ処理を詳細表示するためのアクセス許可
を付与する

aps:DeleteLoggingConfiguration

ワークスペースのロギング構成を説明してく
ださい。

aps:DescribeLoggingConfiguration

ログ処理を詳細表示するためのアクセス許可
を付与する

aps:UpdateLoggingConfiguration

サンプルの IAM
このセクションでは、作成できる他の自己管理ポリシーの例を示します。

以下の IAM ポリシーでは、Amazon マネージドサービス for Prometheus へのフルアクセスを許可し、
ユーザーが Amazon EKS クラスターを見つけてその詳細を確認できるようにしています。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "aps:*", 
                "eks:DescribeCluster", 
                "eks:ListClusters" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Amazon Managed Service for Prometheus
AWS のサービス が特定のコンプライアンスプログラムの対象であるかどうかを確認するには、「コンプ
ライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサービス のサービス」をご覧いただき、関心のあるコ
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ンプライアンスプログラムを選択してください。一般的な情報については、AWS コンプライアンスプログ
ラムを参照してください。

AWS Artifact を使用して、サードパーティーの監査レポートをダウンロードできます。詳細については、
「AWS Artifact におけるダウンロードレポート」を参照してください。

AWS のサービス を使用する際のユーザーのコンプライアンス責任は、ユーザーのデータの機密性や貴社
のコンプライアンス目的、適用される法律および規制によって決まります。AWS では、コンプライアンス
に役立つ次のリソースを提供しています。

• セキュリティとコンプライアンスのクイックスタートガイド — これらのデプロイガイドでは、アーキテ
クチャ上の考慮事項について説明し、セキュリティとコンプライアンスに重点を置いたベースライン環
境を AWS にデプロイするためのステップを示します。

• 「アマゾン ウェブ サービスでの HIPAA のセキュリティとコンプライアンスのためのアーキテクチャ」 
– このホワイトペーパーは、企業が AWS を使用して HIPAA 対象アプリケーションを作成する方法を説
明しています。

Note

すべての AWS のサービス が HIPAA 適格であるわけではありません。詳細については、
「HIPAA 対応サービスのリファレンス」を参照してください。

• AWS コンプライアンスのリソース– このワークブックおよびガイドのコレクションは、顧客の業界と拠
点に適用されるものである場合があります。

• AWS Config デベロッパーガイドのルールでのリソースの評価 - AWS Config サービスでは、自社のプラ
クティス、業界ガイドライン、および規制に対するリソースの設定の準拠状態を評価します。

• AWS Security Hub – この AWS のサービス は、AWS 内のセキュリティ状態の包括的ビューを提供し
ます。Security Hub では、お客様の AWS リソースを評価し、セキュリティ業界の標準やベストプラク
ティスへの準拠を確認するために、セキュリティコントロールを使用しています。サポートされている
サービスとコントロールのリストについては、「Security Hub コントロールリファレンス」を参照して
ください。

• AWS Audit Manager - この AWS のサービス は AWS の使用状況を継続的に監査し、リスクの管理方法
やコンプライアンスを業界スタンダードへの準拠を簡素化するために役立ちます。

Amazon Prometheus aged vice vice vice vice vice 
vice vice vice vice vice vice vice vice vice vice vice 
vice vice vice for

AWS のグローバルインフラストラクチャは AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンを中心に構築
されます。AWSリージョンには、低レイテンシー、高いスループット、そして高度の冗長ネットワーク
でConnectされている複数の物理的に独立・隔離されたアベイラビリティーゾーンがあります。アベイラ
ビリティーゾーンでは、ゾーン間で中断することなく自動的にフェイルオーバーするアプリケーションと
データベースを設計および運用することができます。アベイラビリティーゾーンは、従来の単一または複
数のデータセンターインフラストラクチャよりも可用性、耐障害性、および拡張性が優れています。

AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンの詳細については、「AWS グローバルインフラストラク
チャ」を参照してください。

Amazon Prometheus vice vice vice vice vice vice vice vice vice vice vice vice vice vice vice vice vice vice 
vice vice vice vice vice vice vice vice vice vice vice vice vice vice vice vice vice vice vice vice vice vice vice 
vice vice vice vice vice vice vice vice vice vice vice vice vice vice vice vice vice vice vice vice vice vice vice 
vice vice vice vice vice forAWS (p. 24)
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インフラストラクチャセキュリティ

Amazon Managed Service for Prometheus
マネージドサービスとして、Amazon Managed Service for Prometheus は、Amazon Web Services: セ
キュリティプロセスの概要ホワイトペーパーで説明されているAWSグローバルネットワークセキュリティ
手順で保護されています。

AWSが公開した API コールを使用し、ネットワーク経由で Amazon Managed Service for Prometheus 
クライアントで Transport Layer Security (TLS) 1.2 以降がサポートされている必要があります。ま
た、Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) や Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE) などの Perfect 
Forward Secrecy (PFS) を使用した暗号スイートもクライアントでサポートされている必要があります。
これらのモードは、Java 7 以降など、最近のほとんどのシステムでサポートされています。

また、リクエストは、アクセスキー ID と、IAM プリンシパルに関連付けられているシークレットアクセス
キーを使用して署名する必要があります。または、AWS Security Token Service (AWS STS) を使用して、
一時的なセキュリティ認証情報を生成し、リクエストに署名することもできます。

サービスアカウントの IAM ロールを設定する
サービスアカウントの IAM ロールを使用すると、IAM ロールを Kubernetes サービスアカウントに関連付
けることができます。このサービスアカウントは、そのサービスアカウントを使用するポッドのコンテナ 
AWS にアクセス許可を提供できます。詳細については、「サービスアカウントの IAM ロール」を参照し
てください。

サービスアカウントの IAM ロールは、サービスロールとも呼ばれます。

Amazon マネージドサービス for Prometheus では、サービスロールを使用すると、Amazon マネージド
サービス for Prometheus、Prometheus サーバー、Grafana サーバー間の承認と認証に必要なロールを取
得するのに役立ちます。

Amazon EKS クラスターからメトリックスを取り込む
ためのサービスロールを設定する
Amazon Managed Service for Prometheus が Amazon EKS クラスター内の Prometheus サーバーからメト
リックスを取り込めるようにサービスロールを設定するには、次の権限を持つアカウントにログオンする
必要があります。

• iam:CreateRole

• iam:CreatePolicy

• iam:GetRole

• iam:AttachRolePolicy

• iam:GetOpenIDConnectProvider

Amazon マネージドサービス for Prometheus に取り込むためのサービスロールを設定するには

1. createIRSA-AMPIngest.sh という名前でファイルを作成し、次の内容を記述しま
す。<my_amazon_eks_clustername><my_prometheus_namespace>の部分は自分のクラスター
の名前に置き換え、Prometheus 名前空間に置き換えます。

#!/bin/bash -e
CLUSTER_NAME=<my_amazon_eks_clustername>
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Amazon EKS クラスターからメトリックス
を取り込むためのサービスロールを設定する

SERVICE_ACCOUNT_NAMESPACE=<my_prometheus_namespace>
AWS_ACCOUNT_ID=$(aws sts get-caller-identity --query "Account" --output text)
OIDC_PROVIDER=$(aws eks describe-cluster --name $CLUSTER_NAME --query 
 "cluster.identity.oidc.issuer" --output text | sed -e "s/^https:\/\///")
SERVICE_ACCOUNT_AMP_INGEST_NAME=amp-iamproxy-ingest-service-account
SERVICE_ACCOUNT_IAM_AMP_INGEST_ROLE=amp-iamproxy-ingest-role
SERVICE_ACCOUNT_IAM_AMP_INGEST_POLICY=AMPIngestPolicy
#
# Set up a trust policy designed for a specific combination of K8s service account and 
 namespace to sign in from a Kubernetes cluster which hosts the OIDC Idp.
#
cat <<EOF > TrustPolicy.json
{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Federated": "arn:aws:iam::${AWS_ACCOUNT_ID}:oidc-provider/${OIDC_PROVIDER}" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "${OIDC_PROVIDER}:sub": "system:serviceaccount:${SERVICE_ACCOUNT_NAMESPACE}:
${SERVICE_ACCOUNT_AMP_INGEST_NAME}" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}
EOF
#
# Set up the permission policy that grants ingest (remote write) permissions for all 
 AMP workspaces
#
cat <<EOF > PermissionPolicyIngest.json
{ 
  "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [ 
       {"Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
           "aps:RemoteWrite",  
           "aps:GetSeries",  
           "aps:GetLabels", 
           "aps:GetMetricMetadata" 
        ],  
        "Resource": "*" 
      } 
   ]
}
EOF

function getRoleArn() { 
  OUTPUT=$(aws iam get-role --role-name $1 --query 'Role.Arn' --output text 2>&1) 

  # Check for an expected exception 
  if [[ $? -eq 0 ]]; then 
    echo $OUTPUT 
  elif [[ -n $(grep "NoSuchEntity" <<< $OUTPUT) ]]; then 
    echo "" 
  else 
    >&2 echo $OUTPUT 
    return 1 
  fi
}
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メトリクスをクエリするためのサービスア
カウントの IAM ロールをセットアップする

#
# Create the IAM Role for ingest with the above trust policy
#
SERVICE_ACCOUNT_IAM_AMP_INGEST_ROLE_ARN=$(getRoleArn 
 $SERVICE_ACCOUNT_IAM_AMP_INGEST_ROLE)
if [ "$SERVICE_ACCOUNT_IAM_AMP_INGEST_ROLE_ARN" = "" ];  
then 
  # 
  # Create the IAM role for service account 
  # 
  SERVICE_ACCOUNT_IAM_AMP_INGEST_ROLE_ARN=$(aws iam create-role \ 
  --role-name $SERVICE_ACCOUNT_IAM_AMP_INGEST_ROLE \ 
  --assume-role-policy-document file://TrustPolicy.json \ 
  --query "Role.Arn" --output text) 
  # 
  # Create an IAM permission policy 
  # 
  SERVICE_ACCOUNT_IAM_AMP_INGEST_ARN=$(aws iam create-policy --policy-name 
 $SERVICE_ACCOUNT_IAM_AMP_INGEST_POLICY \ 
  --policy-document file://PermissionPolicyIngest.json \ 
  --query 'Policy.Arn' --output text) 
  # 
  # Attach the required IAM policies to the IAM role created above 
  # 
  aws iam attach-role-policy \ 
  --role-name $SERVICE_ACCOUNT_IAM_AMP_INGEST_ROLE \ 
  --policy-arn $SERVICE_ACCOUNT_IAM_AMP_INGEST_ARN   
else 
    echo "$SERVICE_ACCOUNT_IAM_AMP_INGEST_ROLE_ARN IAM role for ingest already exists"
fi
echo $SERVICE_ACCOUNT_IAM_AMP_INGEST_ROLE_ARN
#
# EKS cluster hosts an OIDC provider with a public discovery endpoint.
# Associate this IdP with AWS IAM so that the latter can validate and accept the OIDC 
 tokens issued by Kubernetes to service accounts.
# Doing this with eksctl is the easier and best approach.
#
eksctl utils associate-iam-oidc-provider --cluster $CLUSTER_NAME --approve

2. 次のコマンドを入力して、スクリプトに必要な権限を与えます。

chmod +x createIRSA-AMPIngest.sh

3. スクリプトを実行します。

メトリクスをクエリするためのサービスアカウントの 
IAM ロールをセットアップする
サービスアカウントの IAM ロール (サービスロール) を設定して Amazon Managed Service for 
Prometheus ワークスペースからのメトリックスのクエリを有効にするには、以下の権限を持つアカウン
トにログオンする必要があります。

• iam:CreateRole

• iam:CreatePolicy

• iam:GetRole

• iam:AttachRolePolicy

• iam:GetOpenIDConnectProvider
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メトリクスをクエリするためのサービスア
カウントの IAM ロールをセットアップする

Amazon マネージドサービス for Prometheus メトリクスのクエリ用のサービスロールを設定する
には

1. createIRSA-AMPQuery.sh という名前でファイルを作成し、次の内容を
記述します。<my_amazon_eks_clustername>クラスターの名前に置き換
え、<my_prometheus_namespace>Prometheus 名前空間に置き換えます。

#!/bin/bash -e
CLUSTER_NAME=<my_amazon_eks_clustername>
SERVICE_ACCOUNT_NAMESPACE=<my_prometheus_namespace>
AWS_ACCOUNT_ID=$(aws sts get-caller-identity --query "Account" --output text)
OIDC_PROVIDER=$(aws eks describe-cluster --name $CLUSTER_NAME --query 
 "cluster.identity.oidc.issuer" --output text | sed -e "s/^https:\/\///")
SERVICE_ACCOUNT_AMP_QUERY_NAME=amp-iamproxy-query-service-account
SERVICE_ACCOUNT_IAM_AMP_QUERY_ROLE=amp-iamproxy-query-role
SERVICE_ACCOUNT_IAM_AMP_QUERY_POLICY=AMPQueryPolicy
#
# Setup a trust policy designed for a specific combination of K8s service account and 
 namespace to sign in from a Kubernetes cluster which hosts the OIDC Idp.
#
cat <<EOF > TrustPolicy.json
{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Federated": "arn:aws:iam::${AWS_ACCOUNT_ID}:oidc-provider/${OIDC_PROVIDER}" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "${OIDC_PROVIDER}:sub": "system:serviceaccount:${SERVICE_ACCOUNT_NAMESPACE}:
${SERVICE_ACCOUNT_AMP_QUERY_NAME}" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}
EOF
#
# Set up the permission policy that grants query permissions for all AMP workspaces
#
cat <<EOF > PermissionPolicyQuery.json
{ 
  "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [ 
       {"Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
           "aps:QueryMetrics", 
           "aps:GetSeries",  
           "aps:GetLabels", 
           "aps:GetMetricMetadata" 
        ],  
        "Resource": "*" 
      } 
   ]
}
EOF

function getRoleArn() { 
  OUTPUT=$(aws iam get-role --role-name $1 --query 'Role.Arn' --output text 2>&1) 

  # Check for an expected exception 
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  if [[ $? -eq 0 ]]; then 
    echo $OUTPUT 
  elif [[ -n $(grep "NoSuchEntity" <<< $OUTPUT) ]]; then 
    echo "" 
  else 
    >&2 echo $OUTPUT 
    return 1 
  fi
}

#
# Create the IAM Role for query with the above trust policy
#
SERVICE_ACCOUNT_IAM_AMP_QUERY_ROLE_ARN=$(getRoleArn 
 $SERVICE_ACCOUNT_IAM_AMP_QUERY_ROLE)
if [ "$SERVICE_ACCOUNT_IAM_AMP_QUERY_ROLE_ARN" = "" ];  
then 
  # 
  # Create the IAM role for service account 
  # 
  SERVICE_ACCOUNT_IAM_AMP_QUERY_ROLE_ARN=$(aws iam create-role \ 
  --role-name $SERVICE_ACCOUNT_IAM_AMP_QUERY_ROLE \ 
  --assume-role-policy-document file://TrustPolicy.json \ 
  --query "Role.Arn" --output text) 
  # 
  # Create an IAM permission policy 
  # 
  SERVICE_ACCOUNT_IAM_AMP_QUERY_ARN=$(aws iam create-policy --policy-name 
 $SERVICE_ACCOUNT_IAM_AMP_QUERY_POLICY \ 
  --policy-document file://PermissionPolicyQuery.json \ 
  --query 'Policy.Arn' --output text) 
  # 
  # Attach the required IAM policies to the IAM role create above 
  # 
  aws iam attach-role-policy \ 
  --role-name $SERVICE_ACCOUNT_IAM_AMP_QUERY_ROLE \ 
  --policy-arn $SERVICE_ACCOUNT_IAM_AMP_QUERY_ARN   
else 
    echo "$SERVICE_ACCOUNT_IAM_AMP_QUERY_ROLE_ARN IAM role for query already exists"
fi
echo $SERVICE_ACCOUNT_IAM_AMP_QUERY_ROLE_ARN
#
# EKS cluster hosts an OIDC provider with a public discovery endpoint.
# Associate this IdP with AWS IAM so that the latter can validate and accept the OIDC 
 tokens issued by Kubernetes to service accounts.
# Doing this with eksctl is the easier and best approach.
#
eksctl utils associate-iam-oidc-provider --cluster $CLUSTER_NAME --approve

2. 次のコマンドを入力して、スクリプトに必要な権限を与えます。

chmod +x createIRSA-AMPQuery.sh

3. スクリプトを実行します。

インターフェイス VPC エンドポイントと Amazon 
Managed Service

Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) を使用してAWSリソースをホストする場合、VPC と 
Prometheus この接続を使用すると、Amazon Managed Service for Prometheus
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Amazon VPC は、ユーザー定義の仮想ネットワークで AWS リソースを起動するために使用できる AWS 
のサービスです。VPC を使用することで、IP アドレス範囲、サブネット、ルートテーブル、およびネッ
トワークゲートウェイなどのネットワーク設定を制御できます。VPC を Amazon Managed Service for 
PrometheusAWS このエンドポイントは、インターネットゲートウェイ、ネットワークアドレス変換 
(NAT) インスタンス、または VPN 接続を必要とせず、信頼性が高くスケーラブルな Amazon Managed 
Service ( 詳細については、『Amazon VPC ユーザーガイド』の「Amazon VPCとは何か」を参照してくだ
さい。

インターフェイス VPC エンドポイントとは AWS PrivateLink と、Elastic Network Interface とプライベー
ト IP アドレスを使用して AWS のサービス間のプライベート通信を可能にする AWS のテクノロジーで
す。詳細については、ブログ記事の新規 – AWS サービス用の AWS PrivateLink を参照してください。

以下の情報は Amazon VPC ユーザー向けです。Amazon VPC の使用を開始する方法については、Amazon 
VPC ユーザーガイドの「はじめに」を参照してください。

Prometheus
インターフェイス VPC エンドポイントを作成し、Prometheus 次のサービス名エンドポイントから選択し
ます。

• com.amazonaws.region.aps-workspaces

Prometheus 互換 API を使用するには、このサービス名を選択してください。詳細については、
『Amazon マネージドサービス for Prometheus ユーザーガイド』の「Prometheus 互換 API」を参照し
てください。

• com.amazonaws.region.aps

ワークスペース管理タスクを実行するには、このサービス名を選択してください。詳細については、
『Prometheus 用 Amazon マネージドサービスユーザーガイド』の「Prometheus API 用 Amazon マ
ネージドサービス」を参照してください。

Note

インターネットに直接アクセスできない VPC で remote_write を使用している場合は、sigv4 が
エンドポイントを介して動作できるようにAWS Security Token Service、のインターフェイス 
VPC エンドポイントも作成する必要があります。の VPC エンドポイントの作成についてはAWS 
STS、AWS Identity and Access Managementユーザーガイドの「AWS STSインターフェイス 
VPC エンドポイントを使用する」を参照してください。AWS STS地域別のエンドポイントを使
用するように設定する必要があります。

インターフェイス VPC step-by-step エンドポイントの作成手順などの詳細については、Amazon VPC 
ユーザーガイドの「インターフェイスエンドポイントの作成」を参照してください。

Note

VPC エンドポイントポリシーを使用して、Amazon マネージドサービス for Prometheus インター
フェイス VPC エンドポイントへのアクセスを制御できます。詳細については、次のセクションを
参照してください。

のインターフェイス VPC エンドポイントを作成し、VPC にあるワークスペースに流れているPrometheus 
が既にある場合、メトリクスはデフォルトでインターフェイス VPC エンドポイントを通じて流れ始めま
す。Amazon Managed Service for Prometheus は、パブリックエンドポイントまたはプライベートイン
ターフェイスエンドポイント (使用中のいずれか) を使用してこのタスクを実行します。

Amazon Managed Service for Prometheus
VPC エンドポイントポリシーを使用して、Amazon マネージドサービス for Prometheus インターフェイ
ス VPC エンドポイントへのアクセスを制御できます。VPC評価項目ポリシーは、評価項目の作成時また
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は変更時に評価項目に加える国際機械技術者協会（IAM）のリソースポリシーです。評価項目の作成時に
ポリシーを加えない場合、サービスへの数多くのアクセスを許可する初期設定のポリシーがAmazon VPC
によって自動的に接続されます。エンドポイントポリシーは、IAM ID ベースのポリシーやサービス固有の
ポリシーを上書き、または置き換えません。これは、評価項目から指定されたサービスへのアクセスを制
御するための別のポリシーです。

詳細については、Amazon VPC ユーザーガイド VPC エンドポイントによるサービスのアクセスコント
ロールを参照してください。

Prometheus このポリシーでは、VPC 経由で Amazon Managed Service for PrometheusPromUser に接続
するロールを持つユーザーは、ワークスペースとルールグループを表示できますが、ワークスペースの作
成や削除などはできません。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AmazonManagedPrometheusPermissions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "aps:DescribeWorkspace", 
                "aps:DescribeRuleGroupsNamespace", 
                "aps:ListRuleGroupsNamespace", 
                "aps:ListWorkspaces" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:aps:*:*:/workspaces*", 
            "Principal": { 
                "AWS": [ 
                    "arn:aws:iam::111122223333:role/PromUser" 
                ] 
            } 
        } 
    ]
}

次の例は、指定された VPC の指定された IP アドレスからのリクエストのみ成功を許可するポリシーを示
しています。他の IP アドレスからのリクエストは失敗します。

{ 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": "aps:*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": "*", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "IpAddress": { 
                    "aws:VpcSourceIp": "192.0.2.123" 
                }, 
        "StringEquals": { 
                    "aws:SourceVpc": "vpc-555555555555" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}
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を使用した Amazon Managed Service for 
Prometheus API コールのログ記録AWS CloudTrail

Amazon Managed Service for Prometheus はAWS CloudTrailと統合されています。このサービス
は、Amazon Managed Service for Prometheus のサービスのユーザー、ロール、AWSまたはサービス
によって実行されたアクションを記録するサービスです。 CloudTrail は、Amazon Managed Service 
for Prometheus のすべての API コールをイベントとしてキャプチャします。キャプチャされた呼び出
しには、Amazon Managed Service for Prometheus コンソールからの呼び出しと、Amazon Managed 
Service for Prometheus API オペレーションへのコード呼び出しが含まれます。追跡を作成する場合
は、Amazon Managed Service for Prometheus CloudTrail のイベントなど、Amazon S3 Managed Service 
for Prometheus のイベントなど、Amazon Managed Service for Prometheus へのイベントの継続的な配信
を有効にすることができます。追跡を設定しない場合でも、 CloudTrail コンソールの [イベント履歴] で
最新のイベントを表示できます。で収集された情報を使用して CloudTrail、Amazon Managed Service for 
Prometheus 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。

詳細については CloudTrail、『AWS CloudTrailユーザーガイド』を参照してください。

の Amazon Managed Service for Prometheus 
CloudTrail
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。Amazon Managed Service for 
Prometheus でアクティビティが発生すると、そのアクティビティは [ CloudTrail イベント履歴] の他の
AWSサービスのイベントと共にイベントに記録されます。AWS アカウントで最近のイベントを表示、検
索、ダウンロードできます。詳細については、「 CloudTrail イベント履歴でのイベントの表示」を参照し
てください。

Amazon Managed Service for Prometheus のイベントなど、AWSアカウントのイベントの継続的なレコー
ドについては、追跡を作成します。追跡により CloudTrail 、Amazon S3 バケットにログファイルを配信で
きます。デフォルトでは、コンソールで証跡を作成するときに、証跡がすべての AWS リージョンに適用
されます。証跡は、AWS パーティションのすべてのリージョンからのイベントをログに記録し、指定した 
Amazon S3 バケットにログファイルを配信します。さらに、 CloudTrail ログで収集したイベントデータ
をより詳細に分析し、それに基づく対応するためにその他のAWSサービスを設定できます。詳細について
は、次を参照してください。

• 「追跡を作成するための概要」
• CloudTrail サポート対象のサービスとインテグレーション
• の Amazon SNS 通知の設定 CloudTrail
• 「 CloudTrail 複数のリージョンからログファイルを受け取る」および「 CloudTrail 複数のアカウントか

らログファイルを受け取る」

Amazon Managed Service for Prometheus では、次のアクションのログ記録がサポートされています。

• CreateAlertManagerAlerts (p. 154)
• CreateAlertManagerDefinition (p. 129)
• CreateRuleGroupsNamespace (p. 131)
• CreateWorkspace (p. 132)
• DeleteAlertManagerDefinition (p. 133)
• DeleteAlertManagerSilence (p. 156)
• DeleteWorkspace (p. 135)
• DeleteRuleGroupsNamespace (p. 135)
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• DescribeAlertManagerDefinition (p. 136)
• DescribeRuleGroupsNamespace (p. 138)
• DescribeWorkspace (p. 139)
• ListRuleGroupsNamespaces (p. 140)
• ListWorkspaces (p. 142)
• PutAlertManagerDefinition (p. 144)
• PutAlertManagerSilences (p. 167)
• PutRuleGroupsNamespace (p. 145)
• UpdateWorkspaceAlias (p. 148)

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
情報は、以下を判別するのに役立ちます。

• リクエストが、ルート認証情報と AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザー認証情報のどち
らを使用して送信されたか。

• リクエストがロールまたはフェデレーティッドユーザーのテンポラリなセキュリティ認証情報を使用し
て行われたかどうか。

• リクエストが、別の AWS のサービスによって送信されたかどうか。

詳細については、「CloudTrail userIdentity 要素」を参照してください。

Amazon マネージドサービス (Prometheus 用) のログ
ファイルエントリについて
追跡は、指定した Amazon S3 バケットにイベントをログファイルとして配信できるようにする設定で
す。 CloudTrail ログファイルには、1 つ、または複数のログエントリがあります。イベントは、任意の
ソースからの単一の要求を表し、要求されたアクション、アクションの日時、要求パラメーターなどに関
する情報が含まれます。 CloudTrail ログファイルは、パブリック API コールの順序付けられたスタックト
レースではないため、特定の順序では表示されません。

例: CreateWorkspace

以下の例は、 CloudTrail CreateWorkspace アクションのログエントリを示しています。

{ 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": { 
        "type": "AssumedRole", 
        "principalId": "EXAMPLE123EXAMPLE123-1234567890616", 
        "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/admin", 
        "accountId": "123456789012", 
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
        "sessionContext": { 
            "sessionIssuer": { 
                "type": "Role", 
                "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
                "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin", 
                "accountId": "123456789012", 
                "userName": "Admin" 
            }, 
            "webIdFederationData": { 
                 
            }, 
            "attributes": { 
                "mfaAuthenticated": "false", 
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                "creationDate": "2020-11-30T23:39:29Z" 
            } 
        } 
    }, 
    "eventTime": "2020-11-30T23:43:21Z", 
    "eventSource": "aps.amazonaws.com", 
    "eventName": "CreateWorkspace", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "203.0.113.1", 
    "userAgent": "aws-cli/1.11.167 Python/2.7.10 Darwin/16.7.0 botocore/1.7.25", 
    "requestParameters": { 
        "alias": "alias-example", 
        "clientToken": "12345678-1234-abcd-1234-12345abcd1" 
    }, 
    "responseElements": { 
        "Access-Control-Expose-Headers": "x-amzn-errortype,x-amzn-requestid,x-amzn-trace-
id,x-amzn-errormessage,x-amz-apigw-id,date", 
        "arn": "arn:aws:aps:us-west-2:123456789012:workspace/ws-abc123456-
abcd-1234-5678-1234567890", 
        "status": { 
            "statusCode": "CREATING" 
        }, 
        "workspaceId": "ws-12345678-1234-abcd-1234-1234567890" 
    }, 
    "requestID": "890b8639-e51f-11e7-b038-EXAMPLE", 
    "eventID": "874f89fa-70fc-4798-bc00-EXAMPLE", 
    "readOnly": false, 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "managementEvent": true, 
    "eventCategory": "Management", 
    "recipientAccountId": "123456789012"
}

例: CreateAlertManagerDefinition

以下の例は、 CloudTrail CreateAlertManagerDefinition アクションのログエントリを示しています。

{ 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": { 
        "type": "AssumedRole", 
        "principalId": "EXAMPLE123EXAMPLE123-1234567890616", 
        "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/admin", 
        "accountId": "123456789012", 
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
        "sessionContext": { 
            "sessionIssuer": { 
                "type": "Role", 
                "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
                "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin", 
                "accountId": "123456789012", 
                "userName": "Admin" 
            }, 
            "webIdFederationData": { 
             
            }, 
            "attributes": { 
                "mfaAuthenticated": "false", 
                "creationDate": "2021-09-23T20:20:14Z" 
            } 
        } 
    }, 
    "eventTime": "2021-09-23T20:22:43Z", 
    "eventSource": "aps.amazonaws.com", 
    "eventName": "CreateAlertManagerDefinition", 
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    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "203.0.113.1", 
    "userAgent": "Boto3/1.17.46 Python/3.6.14 Linux/4.14.238-182.422.amzn2.x86_64 exec-env/
AWS_ECS_FARGATE Botocore/1.20.46", 
    "requestParameters": { 
        "data": 
 "YWxlcnRtYW5hZ2VyX2NvbmZpZzogfAogIGdsb2JhbDoKICAgIHNtdHBfc21hcnRob3N0OiAnbG9jYWxob3N0OjI1JwogICAgc210cF9mcm9tOiAnYXBzQGFtYXpvbmF3cy5jb20nCiAgdGVtcGxhdGVzOgogICAgLSAnZGVmYXVsdF90ZW1wbGF0ZScKICByb3V0ZToKICAgIHJlY2VpdmVyOiBleGFtcGxlLXNucwogIHJlY2VpdmVyczoKICAgIC0gbmFtZTogZXhhbXBsZS1zbnMKICAgICAgc25zX2NvbmZpZ3M6CiAgICAgIC0gdG9waWNfYXJuOiAnYXJuOmF3czpzbnM6dXMtd2VzdC0yOjQ5Mjk4MDc1OTMyMjp0ZXN0U25zUmVjZWl2ZXInCg==", 
        "clientToken": "12345678-1234-abcd-1234-12345abcd1", 
        "workspaceId": "ws-12345678-1234-abcd-1234-1234567890" 
    }, 
    "responseElements": { 
        "Access-Control-Expose-Headers": "x-amzn-errortype,x-amzn-requestid,x-amzn-trace-
id,x-amzn-errormessage,x-amz-apigw-id,date", 
        "status": { 
            "statusCode": "CREATING" 
        } 
    }, 
    "requestID": "890b8639-e51f-11e7-b038-EXAMPLE", 
    "eventID": "874f89fa-70fc-4798-bc00-EXAMPLE", 
    "readOnly": false, 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "managementEvent": true, 
    "eventCategory": "Management", 
    "recipientAccountId": "123456789012"
}

例: CreateRuleGroupsNamespace

以下の例は、 CloudTrail CreateRuleGroupsNamespace アクションのログエントリを示しています。

{ 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": { 
        "type": "AssumedRole", 
        "principalId": "EXAMPLE123EXAMPLE123-1234567890616", 
        "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/admin", 
        "accountId": "123456789012", 
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
        "sessionContext": { 
            "sessionIssuer": { 
                "type": "Role", 
                "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
                "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin", 
                "accountId": "123456789012", 
                "userName": "Admin" 
            }, 
            "webIdFederationData": { 
             
            }, 
            "attributes": { 
                "creationDate": "2021-09-23T20:22:19Z", 
                "mfaAuthenticated": "false" 
            } 
        } 
    }, 
    "eventTime": "2021-09-23T20:25:08Z", 
    "eventSource": "aps.amazonaws.com", 
    "eventName": "CreateRuleGroupsNamespace", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "34.212.33.165", 
    "userAgent": "Boto3/1.17.63 Python/3.6.14 Linux/4.14.238-182.422.amzn2.x86_64 exec-env/
AWS_ECS_FARGATE Botocore/1.20.63", 
    "requestParameters": { 
        "data": 
 "Z3JvdXBzOgogIC0gbmFtZTogdGVzdFJ1bGVHcm91cHNOYW1lc3BhY2UKICAgIHJ1bGVzOgogICAgLSBhbGVydDogdGVzdEFsZXJ0UnVsZQogICAgICBleHByOiB0ZXN0QWxlcnRNZXRyaWMgPiAwCiAgICAgIGZvcjogMW0K", 
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        "clientToken": "12345678-1234-abcd-1234-12345abcd1", 
        "name": "exampleRuleGroupsNamespace", 
        "workspaceId": "ws-12345678-1234-abcd-1234-1234567890" 
    }, 
    "responseElements": { 
        "Access-Control-Expose-Headers": "x-amzn-errortype,x-amzn-requestid,x-amzn-trace-
id,x-amzn-errormessage,x-amz-apigw-id,date", 
        "name": "exampleRuleGroupsNamespace", 
        "arn": "arn:aws:aps:us-west-2:492980759322:rulegroupsnamespace/ws-
ae46a85c-1609-4c22-90a3-2148642c3b6c/exampleRuleGroupsNamespace", 
        "status": { 
            "statusCode": "CREATING" 
        }, 
        "tags": {} 
    }, 
    "requestID": "890b8639-e51f-11e7-b038-EXAMPLE", 
    "eventID": "874f89fa-70fc-4798-bc00-EXAMPLE", 
    "readOnly": false, 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "managementEvent": true, 
    "eventCategory": "Management", 
    "recipientAccountId": "123456789012"
}
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トラブルシューティング
以下のシナリオを使用して、Amazon Managed Service for Prometheus で発生する問題をトラブルシュー
ティングします。

429 エラー
次の例のように 429 エラーが表示される場合は、リクエストが Amazon マネージドサービス for 
Prometheus の取り込みクォータを超えています。

ts=2020-10-29T15:34:41.845Z caller=dedupe.go:112 component=remote level=error 
 remote_name=e13b0c  
url=http://iamproxy-external.prometheus.uswest2-prod.eks:9090/workspaces/workspace_id/api/
v1/remote_write  
msg="non-recoverable error" count=500 err="server returned HTTP status 429  
Too Many Requests: ingestion rate limit (6666.666666666667) exceeded while adding 499 
 samples and 0 metadata

次の例のように 429 エラーが表示される場合は、リクエストが Amazon Managed Service for Prometheus 
のワークスペース内のアクティブなメトリック数のクォータを超えています。

ts=2020-11-05T12:40:33.375Z caller=dedupe.go:112 component=remote level=error 
 remote_name=aps  
url=http://iamproxy-external.prometheus.uswest2-prod.eks:9090/workspaces/workspace_id/api/
v1/remote_write  
msg="non-recoverable error" count=500 err="server returned HTTP status 429 Too Many 
 Requests: user=accountid_workspace_id:  
per-user series limit (local limit: 0 global limit: 3000000 actual local limit: 500000) 
 exceeded

Amazon マネージドサービス for Prometheus のサービスクォータと増加をリクエストする方法の詳
細については、以下を参照してください。Amazon Managed Service for Prometheus サービスクォー
タ (p. 125)

重複したサンプルが表示される
高可用性の Prometheus グループを使用している場合は、Prometheus インスタンスで外部ラベルを使用し
て重複排除を設定する必要があります。詳細については、「Prometheus または Prometheus オペレーター
による高可用性データの送信 (p. 24)」を参照してください。

制限に関連するエラーメッセージが表示される
Note

Amazon Managed Service for Prometheus には、Prometheus CloudWatch のリソース使用状況を
モニタリングするための「使用状況メトリクス」を提供しています。 CloudWatch使用状況メト
リクスアラーム機能を使用すると、Prometheus のリソースおよび使用状況をモニタリングし、制
限エラーを回避できます。

114

https://docs.aws.amazon.com/prometheus/latest/userguide/AMP-CW-usage-metrics.html
https://docs.aws.amazon.com/prometheus/latest/userguide/AMP-CW-usage-metrics.html


Amazon Managed Service for Prometheus ユーザーガイド
Prometheus サーバーのローカ
ル出力が制限を超えています。

以下のいずれかのエラーメッセージが表示されたら、問題を解決するために Amazon マネージドサービ
ス for Prometheus の割り当てを増やすようリクエストできます。詳細については、「Amazon Managed 
Service for Prometheus サービスクォータ (p. 125)」を参照してください。

• ユーザーあたりのシリーズ制限 1,000,000 を超えました。管理者に連絡して制限を引き上げてくださ
い。

• メトリクスあたりのシリーズ制限 2,000,000 を超えました。管理者に連絡して制限を引き上げてくださ
い。

• 取り込みレート制限 (...) を超えました
• シリーズのラベルが多すぎます (...) シリーズ:「%s」
• クエリ時間範囲が制限を超えています (クエリの長さ:xxx、制限:yyy)
• インジェスターからチャンクのフェッチ中にクエリがチャンクの最大数の制限にヒットしました
• 制限を超えました。アカウントあたりのワークスペースの最大数。

Prometheus サーバーのローカル出力が制限を超え
ています。

Amazon マネージドサービス for Prometheus には、ワークスペースが Prometheus サーバーから受信で
きるデータ量に関するサービスクォータがあります。お使いの Prometheus サーバーが Amazon マネー
ジドサービス for Prometheus に送信しているデータ量を調べるには、Prometheus サーバーで以下のク
エリを実行します。Prometheus の出力が Amazon マネージドサービスの Prometheus の制限を超えてい
ることがわかった場合は、対応するサービスクォータの増額をリクエストできます。詳細については、
「Amazon Managed Service for Prometheus サービスクォータ (p. 125)」を参照してください。

ローカルの Prometheus サーバーに対してクエリを実行して、出力の上限を調べます。

データの種類 使用するクエリ Amazon Managed 
Service for 
Prometheus

現在アクティブシリーズ prometheus_tsdb_head_series1,000,000

現在の取り込み率 rate(prometheus_tsdb_head_samples_appended_total[5m])70,000 サンプル/
秒

Most-to-least メトリック名ごとのアクティブ系列のリスト sort_desc(count 
by(__name__) 
({__name__!
=""}))

200,000 件の

メトリクスシリーズあたりのラベルの数 group 
by(mylabelname) 
({__name__!
=""})

70
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タグ付け
タグは、ユーザーまたは AWS が AWS リソースに割り当てるカスタム属性ラベルです。各 AWS タグは 2 
つの部分で構成されます:

• タグキー (例: CostCenter、Environment、Project、Secret)。タグキーでは、大文字と小文字が
区別されます。

• タグ値として知られるオプションのフィールド (例、 111122223333、Production、チーム名など)。
タグ値を省略すると、空の文字列を使用した場合と同じになります。タグキーと同様に、タグ値は大文
字と小文字が区別されます。

これらは共にキーバリューのペアと呼ばれます。各ワークスペースには、最大 50 個のタグを割り当てる
ことができます。

タグを使用すると、AWS リソースの特定と整理に役立ちます。多くの AWS のサービスではタグ付けがサ
ポートされるため、さまざまなサービスからリソースに同じタグを割り当てて、リソースの関連を示すこ
とができます。例えば、Amazon S3 バケットに割り当てたものと同じタグを Amazon Managed Service 
for Prometheus 用 Amazon Managed Service for Promeus に割り当てることができます。タグ付け戦略の
詳細については、AWS リソースのタグ付けを参照してください。

Amazon マネージドサービス for Prometheus では、ワークスペースとルールグループの両方の名前空
間にタグを付けることができます。コンソール、、、、AWS CLI、API、または SDK を使用して、こ
れらのリソースのタグの追加、管理、削除ができます。タグを使用して、ワークスペースと整理、追跡
に加え、IAM ポリシーのタグを使って、Amazon Managed Service for Promeus 用 Amazon Managed 
Service for Promeus 用 Amazon Managed Service for Promeus 用 Amazon Managed Service for Promeus 
用 Amazon Managed Service for Promeus 用 Amazon Managed Service for Promeus 用 Amazon Managed 
Service for Promeus 用 Amazon Managed Service for Promeus 用 Amazon Managed

タグ制限

タグには以下のベーシックな制限があります。

• 各リソースには、最大 50 個のタグを設定できます。
• タグキーは、リソースごとにそれぞれ一意である必要があります。また、各タグキーに設定できる値は 

1 つのみです。
• タグキーの最大長は UTF-8 で 128 Unicode 文字です。
• タグ値の最大長は UTF-8 で 256 Unicode 文字です。
• 複数の AWS サービス間およびリソース間でタグ付けスキーマを使用する場合、他のサービスでも許可

される文字に制限が適用されることがあるのでご注意ください。一般的に使用できる文字は、UTF-8 対
応の文字、数字、スペースと、文字 (.: + = @ _/-) (ハイフン) です。

• タグのキーと値は大文字と小文字が区別されます。ベストプラクティスとして、タグを大文字にす
るための戦略を決定し、その戦略をすべてのリソースタイプにわたって一貫して実装します。たとえ
ば、Costcenter、costcenter、CostCenter を使用するかどうかを決定し、すべてのタグに同じ規
則を使用します。大文字と小文字の扱いについて、同様のタグに整合性のない規則を使用することは避
けてください。

• キーまたは値のプレフィックスとして、aws:、AWS:、またはその大文字または小文字の組み合わせた
ものを使用しないでください。これらは AWS 使用のためにのみ予約されています。このプレフィッ
クスが含まれるタグのキーや値を編集または削除することはできません。 tags-per-resource このプレ
フィックスを持つタグは制限時には計算されません。

トピック

116

https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws_tagging.html


Amazon Managed Service for Prometheus ユーザーガイド
ワークスペースのタグ付け

• ワークスペースのタグ付け (p. 117)
• ルールグループの名前空間にタグを付ける (p. 120)

ワークスペースのタグ付け
このセクションの手順を使用して、Amazon Managed Service for Promeus 用 Amazon Managed Service 
for Promeus 用 Amazon Managed Service for Prometheus 用 Amazon Managed Service for Promeus 用

トピック
• ワークスペースにタグを追加する (p. 117)
• ワークスペースのタグの表示 (p. 118)
• ワークスペースのタグの編集 (p. 119)
• ワークスペースからタグを削除する (p. 120)

ワークスペースにタグを追加する
Amazon Managed Service for Promeus 用 Amazon Managed Service for Prometheus 用 Amazon Managed 
Service for Promeus 用 AmazonAWS Managed Service for Promeus 用 Amazon Managed Service まず、
ワークスペースに 1 つ以上のタグ (キーと値のペア) を追加します。タグを追加した後、IAM ポリシーを
作成して、それらのタグに基づいてワークスペースへのアクセスを管理できます。コンソールまたはを
使用して、Amazon Managed Service for Promeus 用 Amazon Managed Service for Promeus 用 Amazon 
Managed Service for Promeus 用 Promeus 用 Amazon Managed Service for PromeusAWS CLI

Important

ワークスペースにタグを追加すると、そのワークスペースへのアクセスに影響を与える可能性が
あります。ワークスペースにタグを追加する前に、タグを使用してリソースへのアクセスをコン
トロールする可能性のある IAM ポリシーを必ず確認してください。

Amazon Managed Service for Promeus 用 Amazon Managed Service for Promeus 用 Amazon Managed 
Service for Prometheus 用 Amazon Managed Service for Promeus へのタグ追加の詳細については、「」
を参照してくださいワークスペースの作成 (p. 38)。

トピック
• ワークスペースにタグを追加する (コンソール) (p. 117)
• ワークスペースにタグを追加 (AWS CLI) (p. 118)

ワークスペースにタグを追加する (コンソール)
コンソールを使用して、Amazon Managed Service for Prometheus ワークスペースに 1 つ以上のタグを追
加できます。

1. Amazon Managed Service for Promeus 用 Amazon Managed Service for Prometheus 用 Amazon 
Managed Service for Promeus https://console.aws.amazon.com/prometheus/

2. ナビゲーションペインで、メニューアイコンを選択します。
3. [すべてのワークスペース] を選択します。
4. 管理するワークスペースのワークスペース ID を選択します。
5. [タグ] タブを選択します。
6. Amazon Managed Service for Promeus 用 Amazon Managed Service for Promeus 用 Promeus 用 

Amazon Managed Service for Prometheus 用 Promeus 用 Amazon Managed Service for Pro それ以外
の場合は、[タグを管理] を選択します。
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7. [Key] に、タグの名前を入力します。[Value] では、任意でタグに値を追加できます。
8. (オプション) 別のタグを追加するには、[Add tag] を再度選択します。
9. タグの追加を完了したら、[Save Service] を選択します。

ワークスペースにタグを追加 (AWS CLI)
を使用して、Amazon Managed Service for Promeus 用 Amazon Managed Service for Promeus 用 
Amazon Managed Service for Promeus 用 Promeus 用 Amazon Managed Service for PromeusAWS CLI 作
成時にワークスペースにタグを追加するには、「」を参照してくださいワークスペースの作成 (p. 38)。

以下のステップでは、AWS CLI の最新版をすでにインストールしているか、最新版に更新しているものと
します。詳細については、「AWS Command Line Interface のインストール」を参照してください。

ターミナルまたはコマンドラインで、タグを追加するワークスペースの Amazon リソースネーム (ARN) 
および追加するタグのキーと値を指定して、tag-resourceコマンドを実行します。ワークスペースに
は複数のタグを追加できます。たとえば、My-Workspace という名前の Amazon Managed Service for 
Prometheus ワークスペースに 2 つのタグを付け、Status という名前のタグキーに Secret というタグ
値を、Team ########### My-Team というタグ値をタグ付けするには:

aws amp tag-resource --resource-arn arn:aws:aps:us-west-2:123456789012:workspace/IDstring 
--tags Status=Secret,Team=My-Team 

成功すると、このコマンドは何も返しません。

ワークスペースのタグの表示
タグは、AWS リソースの識別と整理、アクセスの管理に役立ちます。タグ付け戦略の詳細について
は、「AWS リソースのタグ付け」を参照してください。

Amazon Managed Service for Prometheus のタグの表示 (コン
ソール)
コンソールを使用して、Amazon Managed Service for Promeus 用 Amazon Managed Service for Promeus 
用 Amazon Managed Service for Promeus 用 Amazon Managed Service for Promeus 用 Amazon Man

1. Amazon Managed Service for Promeus 用 Amazon Managed Service for Prometheus 用 Amazon 
Managed Service for Promeus https://console.aws.amazon.com/prometheus/

2. ナビゲーションペインで、メニューアイコンを選択します。
3. [すべてのワークスペース] を選択します。
4. 管理するワークスペースのワークスペース ID を選択します。
5. [タグ] タブを選択します。

Amazon Managed Service for Prometheus のタグの表示 (AWS 
CLI)
AWS CLIAWSを使用してワークスペースのタグを表示するには、次の手順に従います。タグが追加されて
いない場合、返されるリストは空になります。

ターミナルまたはコマンドラインで、list-tags-for-resource コマンドを実行します。例えば、ワークスペー
スのタグキーとタグ値の一覧を表示するには、次のように入力します。
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aws amp list-tags-for-resource --resource-arn arn:aws:aps:us-
west-2:123456789012:workspace/IDstring

成功した場合、このコマンドは次のような情報を返します。

{ 
    "tags": { 
        "Status": "Secret", 
        "Team": "My-Team" 
    }
}

ワークスペースのタグの編集
ワークスペースに関連付けられたタグの値を変更できます。キーの名前を変更することもできます。これ
は、現在のタグを削除して、新しい名前と他のタグと同じ値を持つ、別のタグを追加することになりま
す。

Important

Amazon マネージドサービス for Prometheus ワークスペースのタグを編集すると、そのワーク
スペースへのアクセスに影響する可能性があります。ワークスペースのタグの名前 (キー) または
値を編集する前に、タグのキーや値を使用してリポジトリなどのリソースへのアクセスをコント
ロールする可能性のある IAM ポリシーを必ず確認してください。

Amazon マネージドサービス for Prometheus ワークスペースの
タグを編集する (コンソール)
コンソールを使用して、Amazon Managed Service for Promeus 用 Amazon Managed Service for Promeus 
用 Amazon Managed Service for Promeus 用 Amazon Managed Service for Promeus 用 Amazon Man

1. Amazon Managed Service for Promeus 用 Amazon Managed Service for Prometheus 用 Amazon 
Managed Service for Promeus https://console.aws.amazon.com/prometheus/

2. ナビゲーションペインで、メニューアイコンを選択します。
3. [すべてのワークスペース] を選択します。
4. 管理するワークスペースのワークスペース ID を選択します。
5. [タグ] タブを選択します。
6. ワークスペースにタグが追加されていない場合、[Create tag] を選択します。それ以外の場合は、[タ

グを管理] を選択します。
7. [Key] に、タグの名前を入力します。[Value] では、任意でタグに値を追加できます。
8. (オプション) 別のタグを追加するには、[Add tag] を再度選択します。
9. タグの追加を完了したら、[Save Service] を選択します。

Amazon Managed Service for Prometheus (AWS CLI)
AWS CLIを使用してワークスペースのタグを更新するには、次のステップに従います。既存のキーの値を
変更したり、別のキーを追加できます。

ターミナルまたはコマンドラインで、タグを更新するAmazon Managed Service for Prometheus 用 
Amazon リソースネーム (ARN) を指定し、タグキーとタグ値を指定します。tag-resource

aws amp tag-resource --resource-arn arn:aws:aps:us-west-2:123456789012:workspace/IDstring
 --tags Team=New-Team
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ワークスペースからタグを削除する
ワークスペースに関連付けられた 1 つ以上のタグを削除できます。タグを削除しても、そのタグに関連付
けられた他の AWS リソースからタグを削除することにはなりません。

Important

Amazon Managed Service for Promeus 用 Amazon Managed Service for Prometheus のタグを削
除すると、そのワークスペースへのアクセスに影響が生じる場合があります。ワークスペースか
らタグを削除する前に、タグのキーや値を使用してリポジトリなどのリソースへのアクセスをコ
ントロールする可能性のある IAM ポリシーを必ず確認してください。

Amazon マネージドサービス for Prometheus ワークスペース (コ
ンソール) からタグを削除する
コンソールを使用して、タグとワークスペースとの関連付けを解除できます。

1. Amazon Managed Service for Promeus 用 Amazon Managed Service for Prometheus 用 Amazon 
Managed Service for Promeus https://console.aws.amazon.com/prometheus/

2. ナビゲーションペインで、メニューアイコンを選択します。
3. [すべてのワークスペース] を選択します。
4. 管理するワークスペースのワークスペース ID を選択します。
5. [タグ] タブを選択します。
6. [Manage tags] (タグの管理) を選択します。
7. 削除するタグを見つけ、[Remove] を選択します。

Amazon マネージドサービス for Prometheus ワークスペースか
らタグを削除する (AWS CLI)
AWS CLIを使用してワークスペースからタグを削除するには、次のステップに従います。タグを削除して
もそのタグがなくなるわけではありません。タグとワークスペース間の関連付けが解除されるだけです。

Note

Amazon Managed Service for Promeus 用 Amazon Managed Service for Prometheus 用 Amazon 
Managed Service for Promeus には、削除されたワークスペースからすべてのタグの関連付けが
解除されます。ワークスペースを削除する前にタグを削除する必要はありません。

ターミナルまたはコマンドラインで、タグを削除するワークスペースの Amazon リソースネーム (ARN) 
および削除するタグのタグキーを指定して、untag-resourceコマンドを実行します。たとえば、My-
Workspace という名前のワークスペースで Status というタグキーが付いたタグを削除するには:

aws amp untag-resource --resource-arn arn:aws:aps:us-west-2:123456789012:workspace/IDstring
 --tag-keys Status

成功すると、このコマンドは何も返しません。ワークスペースに関連付けられたタグを確認するには、list-
tags-for-resourceコマンドを実行します。

ルールグループの名前空間にタグを付ける
このセクションの手順を使用して、Amazon Managed Service for Promeus 用 Amazon Managed Service 
for Promeus 用 Amazon Managed Service for Prometheus 用 Amazon Managed Service for Promeus 用の
ルールグループ名前空間、
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トピック
• ルールグループ名前空間にタグを追加する (p. 121)
• ルールグループ名前空間のタグの表示 (p. 122)
• ルールグループ名前空間のタグを編集する (p. 123)
• ルールグループ名前空間からタグを削除する (p. 123)

ルールグループ名前空間にタグを追加する
Amazon Managed Service for Promeus 用 Amazon Managed Service for Prometheus 用 Amazon Managed 
Service for Promeus 用 Amazon Managed Service for Promeus は、AWSリソースの識別と整理、管理に
役立ちます。まず、ルールグループ名前空間に1つ以上のタグ (キーと値のペア) を追加します。タグを追
加した後、IAM ポリシーを作成して、それらのタグに基づいて名前空間へのアクセスを管理できます。
コンソールまたはを使用して、Amazon Managed Service for Promeus 用 Amazon Managed Service for 
Promeus 用 Amazon Managed Service for Promeus 用 Amazon Managed Service for Promeus 用 Amazon 
Managed Service for PromeusAWS CLI

Important

ルールグループ名前空間にタグを追加すると、そのルールグループ名前空間へのアクセスに影響
を与える可能性があります。タグを追加する前に、タグを使用してリソースへのアクセスをコン
トロールする可能性のある IAM ポリシーを必ず確認してください。

作成時にルールグループ名前空間にタグを追加する方法の詳細については、「」を参照してくださいルー
ルファイルの作成 (p. 42)。

トピック
• ルールグループ名前空間にタグを追加する (コンソール) (p. 121)
• ルールグループ名前空間にタグを追加する (AWS CLI) (p. 121)

ルールグループ名前空間にタグを追加する (コンソール)
コンソールを使用して、Amazon Managed Service for Promeus 用 Amazon Managed Service for Promeus 
用 Amazon Managed Service for Prometheus、1 つ以上のタグを追加できます。

1. Amazon Managed Service for Promeus 用 Amazon Managed Service for Prometheus 用 Amazon 
Managed Service for Promeus https://console.aws.amazon.com/prometheus/

2. ナビゲーションペインで、メニューアイコンを選択します。
3. [すべてのワークスペース] を選択します。
4. 管理するワークスペースのワークスペース ID を選択します。
5. 「ルール管理」タブを選択します。
6. 名前空間名の横にあるボタンを選択し、[Edit] を選択します。
7. [タグを作成]、[新しいタグを追加] を選択します。
8. [Key] に、タグの名前を入力します。 [Value] では、任意でタグに値を追加できます。
9. ( オプション ) 別のタグを追加するには、[タグを追加する] を再度選択します。
10. タグの追加を完了したら、[Save Service] を選択します。

ルールグループ名前空間にタグを追加する (AWS CLI)
を使用して、Amazon Managed Service for Promeus 用 Amazon Managed Service for Promeus 用 
Amazon Managed Service for PrometheusAWS CLI にタグを追加するには、以下の手順に従います。作
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ルールグループ名前空間のタグの表示

成時にルールグループ名前空間にタグを追加するには、「」を参照してくださいルール設定ファイルを 
Amazon Managed Service for Prometheus にアップロードする (p. 42)。

以下のステップでは、AWS CLI の最新版をすでにインストールしているか、最新版に更新しているものと
します。詳細については、「AWS Command Line Interface のインストール」を参照してください。

ターミナルまたはコマンドラインで、タグを追加するルールグループ名前空間の Amazon リソースネーム 
(ARN) および追加するタグのキーと値を指定して、tag-resourceコマンドを実行します。1 つのルールグ
ループ名前空間に複数のタグを追加できます。たとえば、My-Workspace という名前の Amazon マネージ
ドサービス用 Prometheus 名前空間に 2 つのタグを付け、Status という名前のタグキーに Secret とい
うタグ値を、Team ########### My-Team というタグ値をタグ付けするには:

aws amp tag-resource \ 
    --resource-arn arn:aws:aps:us-
west-2:123456789012:rulegroupsnamespace/IDstring/namespace_name \ 
    --tags Status=Secret,Team=My-Team 

成功すると、このコマンドは何も返しません。

ルールグループ名前空間のタグの表示
タグは、AWS リソースの識別と整理、アクセスの管理に役立ちます。タグ付け戦略の詳細について
は、「AWS リソースのタグ付け」を参照してください。

Amazon マネージドサービス for Prometheus ルールグループ名
前空間のタグを表示する (コンソール)
コンソールを使用して、Amazon Managed Service for Promeus 用 Amazon Managed Service for Promeus 
用 Amazon Managed Service for Promeus に関連付けられたタグを表示できます。

1. Amazon Managed Service for Promeus 用 Amazon Managed Service for Prometheus 用 Amazon 
Managed Service for Promeus https://console.aws.amazon.com/prometheus/

2. ナビゲーションペインで、メニューアイコンを選択します。
3. [すべてのワークスペース] を選択します。
4. 管理するワークスペースのワークスペース ID を選択します。
5. 「ルール管理」タブを選択します。
6. 名前空間の名前空間の名前空間の名前空間。

Amazon Managed Service for Prometheus のタグの表示 (AWS 
CLI)
AWS CLIAWSを使用してルールグループ名前空間のタグを表示するには、次のステップに従います。タグ
が追加されていない場合、返されるリストは空になります。

ターミナルまたはコマンドラインで、list-tags-for-resource コマンドを実行します。たとえば、ルールグ
ループ名前空間のタグキーとタグ値の一覧を表示するには、次のように入力します。

aws amp list-tags-for-resource --resource-arn rn:aws:aps:us-
west-2:123456789012:rulegroupsnamespace/IDstring/namespace_name

成功した場合、このコマンドは次のような情報を返します。

{ 
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    "tags": { 
        "Status": "Secret", 
        "Team": "My-Team" 
    }
}

ルールグループ名前空間のタグを編集する
ルールグループ名前空間に関連付けられたタグの値を変更できます。キーの名前を変更することもできま
す。これは、現在のタグを削除して、新しい名前と他のタグと同じ値を持つ、別のタグを追加することに
なります。

Important

ルールグループの名前空間のタグを編集すると、その名前空間へのアクセスに影響する可能性が
あります。リソースのタグの名前 (キー) または値を編集する前に、タグのキーや値を使用してリ
ソースへのアクセスをコントロールする可能性のある IAM ポリシーを必ず確認してください。

Amazon マネージドサービス for Prometheus ルールグループ名
前空間のタグを編集する (コンソール)
コンソールを使用して、Amazon Managed Service for Promeus 用 Amazon Managed Service for Promeus 
用 Amazon Managed Service for Promeus に関連付けられたタグを編集できます。

1. Amazon Managed Service for Promeus 用 Amazon Managed Service for Prometheus 用 Amazon 
Managed Service for Promeus https://console.aws.amazon.com/prometheus/

2. ナビゲーションペインで、メニューアイコンを選択します。
3. [すべてのワークスペース] を選択します。
4. 管理するワークスペースのワークスペース ID を選択します。
5. 「ルール管理」タブを選択します。
6. 名前空間の名前空間の名前空間の名前を選択します。
7. [タグを管理]、[新しいタグを追加] を選択します。
8. 既存のタグの値を変更するには、Value に新しい値を入力します。
9. タグを追加するには、[新しいタグを追加] を選択します。
10. タグの追加と編集を完了したら、[Save Service] を選択します。

Amazon マネージドサービス for Prometheus ルールグループの
名前空間のタグを編集する (AWS CLI)
AWS CLIを使用してルールグループ名前空間のタグを更新するには、次のステップに従います。既存の
キーの値を変更したり、別のキーを追加できます。

ターミナルまたはコマンドラインで、タグを更新するリソースの Amazon リソースネーム (ARN) を指定
し、タグキーとタグ値を指定します。tag-resource

aws amp tag-resource --resource-arn rn:aws:aps:us-
west-2:123456789012:rulegroupsnamespace/IDstring/namespace_name --tags Team=New-Team

ルールグループ名前空間からタグを削除する
ルールグループ名前空間に関連付けられた 1 つ以上のタグを削除できます。タグを削除しても、そのタグ
に関連付けられた他の AWS リソースからタグを削除することにはなりません。

123

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


Amazon Managed Service for Prometheus ユーザーガイド
ルールグループ名前空間からタグを削除する

Important

リソースのタグを削除すると、そのリソースへのアクセスに影響を与える可能性があります。リ
ソースからタグを削除する前に、タグのキーや値を使用してリポジトリなどのリソースへのアク
セスをコントロールする可能性のある IAM ポリシーを必ず確認してください。

Amazon マネージドサービス for Prometheus ルールグループの
名前空間 (コンソール) からタグを削除する
コンソールを使用して、タグとルールグループ名前空間の関連付けを解除できます。

1. Amazon Managed Service for Promeus 用 Amazon Managed Service for Prometheus 用 Amazon 
Managed Service for Promeus https://console.aws.amazon.com/prometheus/

2. ナビゲーションペインで、メニューアイコンを選択します。
3. [すべてのワークスペース] を選択します。
4. 管理するワークスペースのワークスペース ID を選択します。
5. 「ルール管理」タブを選択します。
6. 名前空間の名前空間の名前空間の名前を選択します。
7. [Manage tags] (タグの管理) を選択します。
8. 削除するタグの横にある [Remove] を選択します。
9. 完了したら、[Save Changes] を選択します。

Amazon マネージドサービス for Prometheus ルールグループの
名前空間からタグを削除する (AWS CLI)
AWS CLIを使用してルールグループ名前空間からタグを削除するには、次のステップに従います。タグを
削除してもそのタグがなくなるわけではありません。タグとルールグループ名前空間との関連付けが解除
されるだけです。

Note

Amazon Managed Service for Promeus 用 Amazon Managed Service for Prometheus 用 Amazon 
Managed Service for Promeus 用 Amazon Managed Service for Promeus は、削除された名前空
間からすべてのタグの関連付けが解除されます。名前空間を削除する前にタグを削除する必要は
ありません。

ターミナルまたはコマンドラインで、タグを削除するルールグループ名前空間の Amazon リソースネーム 
(ARN) および削除するタグのタグキーを指定して、untag-resourceコマンドを実行します。たとえば、My-
Workspace という名前のワークスペースで Status というタグキーが付いたタグを削除するには:

aws amp untag-resource --resource-arn rn:aws:aps:us-
west-2:123456789012:rulegroupsnamespace/IDstring/namespace_name --tag-keys Status

成功すると、このコマンドは何も返しません。リソースに関連付けられているタグを確認するには、list-
tags-for-resource コマンドを実行します。
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Service Quotas

Amazon Managed Service for 
Prometheus サービスクォータ

Amazon Managed Service for Prometheus には、次のクォータがあります。Amazon Managed Service for 
Prometheus では、Prometheus CloudWatch のリソース使用状況をモニタリングするための「使用状況メ
トリクス」を提供しています。 CloudWatch 使用状況メトリクス」機能を使用すると、Prometheus のリ
ソースと使用状況メトリクス」を提供しています。

Note

特に明記されていない限り、これらのクォータはワークスペースごとに設定されます。

Service Quotas
Amazon Managed Service for Prometheus には、シリーズ、ラベル、および API リクエストに対して次
のクォータがあります。発生しうるエラーメッセージ列は、Prometheus データが制限を超えた場合に表
示される可能性があるエラーメッセージを示しています。いずれかのエラーメッセージが表示された場合
は、対応する制限の引き上げをリクエストできます。

リソース デフォルトのクォータ 発生しうるエラーメッセージ

ワークスペースあたり
のアクティブなシリー
ズ (過去 2 時間にデータ
をレポートしたメトリ
クス)

2,000,000。クォータの引き上げをリ
クエストできます。

ユーザーあたりのシリーズ制限 
2,000,000 を超えました。管理者に連
絡して制限を引き上げてください

メトリクス名あたりの
アクティブなシリーズ

2,000,000。クォータの引き上げをリ
クエストできます。

メトリクスあたりのシリーズ制限 
2,000,000 を超えました。管理者に連
絡して制限を引き上げてください

取り込みレート 140,000 サンプル/秒。クォータの引
き上げをリクエストできます。

取り込みレート制限 (...) を超えまし
た

取り込みバーストサイ
ズ

1,000,000 サンプル/秒。クォータの
引き上げをリクエストできます。

取り込みバーストサイズ制限 (...) を
超えました

メトリクスシリーズあ
たりのラベル数

70。クォータの引き上げをリクエス
トできます。

シリーズのラベルが多すぎます (...) 
シリーズ: 「%s」

HA クラスターの最大数 500 の HA クラスターを使用して、サ
ンプルをワークスペースに取り込む
ことができます。このクォータは変
更できません。

HA クラスタが多すぎます (制限: 500)

範囲クエリのクエリバ
イト数

1 つの範囲クエリで 24 時間ごとに 5 
GB をスキャンできます。このクォー
タは変更できません。

クエリが集約データのサイズ制限に
ヒットしました

フェッチされたクエリ
チャンク

1 回のクエリで 20,000,000 個の
チャンクをスキャンできます。この
クォータは変更できません。

シリーズの拡張: クエリがチャンク
の最大数の制限にヒットしました。
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ルールとアラートマネージャのクォータ

リソース デフォルトのクォータ 発生しうるエラーメッセージ
チャンクには、シリーズの未加工の
サンプルが特定の期間保存されます

フェッチされたクエリ
シリーズ

1 回のクエリで 12,000,000 個のシ
リーズをスキャンできます。この
クォータは変更できません。

シリーズの拡張: クエリがシリーズの
最大数のヒットしました

クエリサンプル 1 回のクエリで 50,000,000 個のサ
ンプルをスキャンできます。この
クォータは変更できません。

クエリの実行中にメモリにロードさ
れるサンプルが多すぎます

クエリ時間範囲 PromQL クエリの開始時刻から終了
時刻までの期間は 32 日です。この
クォータは変更できません。

クエリ時間範囲が制限を超えていま
す (クエリの長さ: xxx、制限: yyy)

取り込んだデータの保
持期間

150 日間。これより古いデータは
ワークスペースから削除されま
す。クォータの引き上げをリクエス
トできます。

 

リージョンごとの、ア
カウントあたりのワー
クスペース数

25. クォータの引き上げをリクエス
トできます。

制限を超えています。リージョンあ
たりのワークスペースの最大数

アカウントごとの
リージョンごとの
ワークスペース管理 
API オペレーション 
( CreateWorkspace、 
DeleteWorkspace、 
DescribeWorkspaces 
ListWorkspaces、
を含む) 
UpdateWorkspaceAlias

1 秒あたり 10 トランザクション 
(TPS) で、バースト制限は 10 TPS で
す。クォータの引き上げをリクエス
トできます。

 

ルールとアラートマネージャのクォータ

リソース デフォルトのクォータ

アクティブなアラート 1000。クォータの引き上げをリクエストできます。

アラート集約グループのサイズ 1000。クォータの引き上げをリクエストできます。

、 CreateAlertManagerDefinition 
DeleteAlertManagerDefinition、 
DescribeAlertManagerDefinitionを含むア
ラートマネージャ API オペレーション 
PutAlertManagerDefinition

1 秒あたり 10 件のトランザクション (TPS)。

アラートマネージャ定義ファイルのサイ
ズ

1 MB。このクォータは変更できません。

ワークスペースあたりのアラート (サイ
ズ)

20 MB。クォータの引き上げをリクエストできます。
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取り込んだデータに対する追加のクォータ

リソース デフォルトのクォータ

禁止ルール 100。クォータの引き上げをリクエストできます。

アラートマネージャルーティングツリー
のノード

100。クォータの引き上げをリクエストできます。

ルールグループの評価間隔 30秒です。クォータの削減をリクエストすると、ルールグ
ループの評価をより低い値に設定できます。

、、 CreateRuleGroupsNamespace 
DeleteRuleGroupsNamespace 
DescribeRuleGroupsNamespace 
ListRuleGroupNamespaces、を含む
ルールグループ API オペレーション 
PutRuleGroupsNamespace

1 秒あたり 10 件のトランザクション (TPS)。

ワークスペースごとのルール。この制限
は、ルールグループと名前空間にまたが
る、ワークスペース内のすべてのルール
に適用されます。

2000。クォータの引き上げをリクエストできます。

ルール定義ファイルのサイズ 1 MB。このクォータは変更できません。

アラートマネージャ定義ファイル内のテ
ンプレート

100。クォータの引き上げをリクエストできます。

取り込んだデータに対する追加のクォータ
Amazon Managed Service for Prometheus には、ワークスペースに取り込んだデータに対する追加の
クォータがあります。

• 1 時間以上経過したメトリクスサンプルは取り込まれません。
• すべてのサンプルとメタデータにメトリクス名が必要です。
• 1 回の取り込みリクエストでの 1 つのシリーズに対するすべてのラベル名と値の最大合計サイズ: 7168 

バイト
• メトリクスあたりのメタデータの最大数: 10
• 取り込みまたはクエリリクエストの最大サイズ: 1 MB
• メトリクスメタデータ (メトリクス名、HELP、UNIT など) に許容される最大長: 1,024 バイト
• メタデータが含まれているアクティブなメトリクスのワークスペースあたりの最大数: 20,000
• 取り込んだメトリクスの最大保持期間: 150 日。これより古いデータはワークスペースから削除されま

す。
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Amazon Managed Service for Prometheus 
API for Prometheus API のクエリAPI API

API リファレンス
このセクションでは、Amazon Managed Service for Prometheus がサポートする API オペレーションと
データ構造を一覧表示します。

これらの API オペレーションと、シリーズ、ラベル、API リクエストのクォータについては、『Amazon 
マネージドサービス for Prometheus ユーザーガイド』の「Amazon マネージドサービス for Prometheus 
サービスクォータ」を参照してください。

トピック
• Amazon Managed Service for Prometheus API for Prometheus API のクエリAPI API (p. 128)
• プロメテウス対応 API (p. 154)

Amazon Managed Service for Prometheus API for 
Prometheus API のクエリAPI API

次の Amazon Managed Service for Prometheus API オペレーションとデータ構造がサポートされます。

トピック
• CreateAlertManagerDefinition (p. 129)
• CreateLoggingConfiguration (p. 130)
• CreateRuleGroupsNamespace (p. 131)
• CreateWorkspace (p. 132)
• DeleteAlertManagerDefinition (p. 133)
• DeleteLoggingConfiguration (p. 134)
• DeleteRuleGroupsNamespace (p. 135)
• DeleteWorkspace (p. 135)
• DescribeAlertManagerDefinition (p. 136)
• DescribeLoggingConfiguration (p. 137)
• DescribeRuleGroupsNamespace (p. 138)
• DescribeWorkspace (p. 139)
• ListRuleGroupsNamespaces (p. 140)
• ListTagsForResource (p. 141)
• ListWorkspaces (p. 142)
• PutAlertManagerDefinition (p. 144)
• PutRuleGroupsNamespace (p. 145)
• TagResource (p. 146)
• UntagResource (p. 147)
• UpdateLoggingConfiguration (p. 147)
• UpdateWorkspaceAlias (p. 148)
• AlertManagerDefinitionData 構造 (p. 149)
• AlertManagerDefinitionDescription 構造 (p. 149)
• AlertManagerDefinitionStatus 構造 (p. 150)
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CreateAlertManagerDefinition

• LoggingConfigurationDescription 構造 (p. 150)
• LoggingConfigurationStatus 構造 (p. 150)
• RuleGroupsNamespaceData構造 (p. 150)
• RuleGroupsNamespaceDescription 構造 (p. 151)
• RuleGroupsNamespaceStatus 構造 (p. 151)
• RuleGroupsNamespaceSummary 構造 (p. 151)
• WorkspaceDescription構造 (p. 152)
• WorkspaceSummary構造 (p. 152)
• 一般的なエラー (p. 152)

CreateAlertManagerDefinition
CreateAlertManagerDefinitionこの操作により、ワークスペースにアラートマネージャー定義が作
成されます。ワークスペースにすでにアラートマネージャーの定義がある場合は、この操作を使用して更
新しないでください。代わりに PutAlertManagerDefinition (p. 144) を使用してください。

dataパラメータには、base64 でエンコードされた YAML アラートマネージャー定義ファイルの base64 
エンコードバージョンが含まれます。

パラメータのリクエスト

• WorkspaceID — アラートマネージャー定義を追加するワークスペースの ID。
• data — 追加するアラートマネージャーの定義。これはAlertManagerDefinitionData 構造 (p. 149).
• clientToken-(オプション) リクエストの催等性を保証するための、一意かつ大文字と小文字を区別する、

識別子。

レスポンス要素

• status：アラートマネージャ定義の現在のステータスを表示する構造。詳細については、
「AlertManagerDefinitionStatus 構造 (p. 150)」を参照してください。

リクエスト例

POST /workspaces HTTP/1.1
Content-Length: 415,  
Authorization: AUTHPARAMS
X-Amz-Date: 20201201T193725Z
User-Agent: aws-cli/1.18.147 Python/2.7.18 Linux/5.4.58-37.125.amzn2int.x86_64 
 botocore/1.18.6

{ 
    "data": "EXAMPLE2NvbmZpZzogfAogIGdsb2Jhb...", 
    "clientToken": "64111b4d-0e57-4487-9bee-570709c37699"
}

レスポンス例

HTTP/1.1 202 OK
x-amzn-RequestId: 12345678-abcd-4442-b8c5-262b45e9b535
Content-Length: 36
Access-Control-Allow-Methods: OPTION,GET,POST,DELETE
Access-Control-Expose-Headers: x-amzn-errortype,x-amzn-requestid,x-amzn-trace-id,x-amzn-
errormessage,x-amz-apigw-id,date
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CreateLoggingConfiguration

Strict-Transport-Security: strict-transport-security: max-age=31536000; includeSubDomains
x-amz-apigw-id: 1234EXAMPLE=
X-Amzn-Trace-Id: Root=1-12345678-39c98b574fd600282a1a0f21
Connection: keep-alive
Cache-Control: no-store,no-cache,must-revalidate
Date: Tue, 01 Dec 2020 19:37:25 GMT
Access-Control-Allow-Origin: *
Access-Control-Allow-Headers: *,Authorization,Date,X-Amz-Date,content-type,x-amz-content-
sha256,x-amz-user-agent,x-amzn-platform-id,x-amzn-trace-id,X-Amz-Security-Token,X-Amz-
Target
Content-Type: application/x-amz-json-1.1

{ 
    "status": { 
        "statusCode": "CREATING" 
    }
}

CreateLoggingConfiguration
CreateLoggingConfigurationこの操作により、ワークスペースのログ設定が作成されます。この操作
を使用して、 CloudWatch ログを公開するロググループを設定します。

パラメータのリクエスト

• WorkspaceID — ロギング構成を作成する対象のワークスペースの ID。
• logGroupArn— CloudWatch ベンダーログデータが公開されるロググループの ARN。このロググループ

は、この API を呼び出す前に存在している必要があります。
• clientToken-(オプション) リクエストの催等性を保証するための、一意かつ大文字と小文字を区別する、

識別子。

レスポンス要素

status：ロギング設定の現在のステータスを表示する構造体。詳細については、
「LoggingConfigurationStatus 構造 (p. 150)」を参照してください。

リクエスト例

POST /workspaces/ws-0b41dc1b-e027-457c-8a68-e113998fb62c/logging HTTP/1.1
Content-Length: 129
Authorization: AUTHPARAMS  
X-Amz-Date: 20220803T172221Z
User-Agent: aws-cli/2.5.6 Python/3.9.11 Darwin/21.4.0

{ 
  "logGroupArn": "arn:aws:logs:us-west-2:{accountId}:log-group:test:*", 
  "clientToken": "dad48de1-6c12-345a-6df7-cb6f0be1a89d"
}

レスポンス例

HTTP/1.1 202 OK
x-amzn-RequestId: 28b08d6b-7b3a-4239-b683-bead14c262ed
Content-Length: 36
Access-Control-Allow-Methods: OPTION,GET,POST,DELETE
Access-Control-Expose-Headers: x-amzn-errortype,x-amzn-requestid,x-amzn-trace-id,x-amzn-
errormessage,x-amz-apigw-id,date
Strict-Transport-Security: strict-transport-security: max-age=31536000; includeSubDomains
x-amz-apigw-id: WTBAtEurvHcFkbQ=
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CreateRuleGroupsNamespace

X-Amzn-Trace-Id: Root=1-62eaaed1-60b0f942450776d0483adbce
Connection: keep-alive  
Cache-Control: no-store,no-cache,must-revalidate  
Date: Wed, 03 Aug 2022 17:22:25 GMT
Access-Control-Allow-Origin: *  
Access-Control-Allow-Headers: *,Authorization,Date,X-Amz-Date,content-type,x-amz-content-
sha256,x-amz-user-agent,x-amzn-platform-id,x-amzn-trace-id,X-Amz-Security-Token,X-Amz-
Target  
Content-Type: application/x-amz-json-1.1  

{ 
  "status": { 
    "statusCode": "CREATING" 
  }
} 
        

CreateRuleGroupsNamespace
CreateRuleGroupsNamespaceこの操作により、ワークスペース内にルールグループの名前空間が作成
されます。ルールグループ名前空間は、正確に 1 つのルールファイルに関連付けられます。ワークスペー
スには複数のルールグループ名前空間を設定できます。

この操作は、新しいルールグループ名前空間を作成する場合にのみ使用してください。既存のルールグ
ループ名前空間を更新するには、を使用しますPutRuleGroupsNamespace (p. 145)。

dataパラメータには、base64 でエンコードされた YAML ルールファイルの base64 エンコードバージョ
ンが含まれます。

パラメータのリクエスト

• WorkspaceID — ルールグループの名前空間を追加するワークスペースの ID。
• name —新しいルールグループのネームスペースの名前。
• データ — 新しい名前空間で使用するルールファイル。これはRuleGroupsNamespaceData構

造 (p. 150).
• tags-(オプション) ルールグループの名前空間に関連付けるタグキーと値のリスト。
• clientToken-(オプション) リクエストの催等性を保証するための、一意かつ大文字と小文字を区別する、

識別子。

レスポンス要素

• 名前空間名 — 新しいルールグループの名前空間名。
• status：ルールグループの名前空間の現在のステータスを表示する構造。詳細については、

「RuleGroupsNamespaceStatus 構造 (p. 151)」を参照してください。
• arn —新しいルールグループの名前空間の Amazon リソースネーム (ARN)。
• tags-名前空間に関連付けられたタグキーと値のリスト。

リクエスト例

POST /workspaces/ws-b226cc2a-a446-46a9-933a-ac50479a5568/rulegroupsnamespaces HTTP/1.1
Content-Length: 253
Authorization: AUTHPARAMS
X-Amz-Date: 20201201T193725Z
User-Agent: aws-cli/1.18.147 Python/2.7.18 Linux/5.4.58-37.125.amzn2int.x86_64 
 botocore/1.18.6
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CreateWorkspace

{ 
    "data": "EXAMPLE2NvbmZpZzogfAogIGdsb2Jhb...", 
    "name": "test-rules", 
    "clientToken": "64111b4d-0e57-4487-9bee-570709c37699"
}

レスポンス例

HTTP/1.1 202 OK
x-amzn-RequestId: 12345678-abcd-4442-b8c5-262b45e9b535
Content-Length: 212
Access-Control-Allow-Methods: OPTION,GET,POST,DELETE
Access-Control-Expose-Headers: x-amzn-errortype,x-amzn-requestid,x-amzn-trace-id,x-amzn-
errormessage,x-amz-apigw-id,date
Strict-Transport-Security: strict-transport-security: max-age=31536000; includeSubDomains
x-amz-apigw-id: 1234EXAMPLE=
X-Amzn-Trace-Id: Root=1-12345678-39c98b574fd600282a1a0f21
Connection: keep-alive
Cache-Control: no-store,no-cache,must-revalidate
Date: Tue, 01 Dec 2020 19:37:25 GMT
Access-Control-Allow-Origin: *
Access-Control-Allow-Headers: *,Authorization,Date,X-Amz-Date,content-type,x-amz-content-
sha256,x-amz-user-agent,x-amzn-platform-id,x-amzn-trace-id,X-Amz-Security-Token,X-Amz-
Target
Content-Type: application/x-amz-json-1.1

{ 
    "arn": "arn:aws:aps:us-west-2:123456789012:rulegroupsnamespace/ws-b226cc2a-
a446-46a9-933a-ac50479a5568/test-rules", 
    "name": "test-rules", 
    "status": { 
        "statusCode": "CREATING" 
    }, 
    "tags": {}
}

CreateWorkspace
CreateWorkspaceこの操作により、ワークスペースが作成されます。ワークスペースは、Prometheus 
メトリクスの保存とクエリ専用の論理的なスペースです。アカウントの各リージョンに 1 つ以上の 
workspace を持つことができます。

パラメータのリクエスト

• alias-(オプション) この workspace を識別するために workspace に割り当てるエイリアス。これは一意
にする必要はありません。

エイリアスは最大 100 文字で、どのタイプの文字でも使用できます。Amazon Managed Service for 
Prometheus は、は指定したエイリアスの先頭と末尾の空白を自動的に削除します。

• tags-(オプション) Workspace に関連付けるタグキーと値のリスト。
• clientToken-(オプション) リクエストの催等性を保証するための、一意かつ大文字と小文字を区別する、

識別子。

レスポンス要素

• ワークスペース ID — 新しいワークスペースの固有の ID。
• arn —新しいワークスペースの ARN。
• tags-(オプション) Workspace に関連付けるタグキーと値のリスト。
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DeleteAlertManagerDefinition

• status —新しいワークスペースの現在のステータス。ワークスペースを作成した直後のステータスは通
常ですCREATING。

リクエスト例

POST /workspaces HTTP/1.1
Content-Length: 79,  
Authorization: AUTHPARAMS
X-Amz-Date: 20201201T193725Z
User-Agent: aws-cli/1.18.147 Python/2.7.18 Linux/5.4.58-37.125.amzn2int.x86_64 
 botocore/1.18.6

{ 
    "alias": "myWorkspace", 
    "tags": {  
       "Status": "Secret", 
       "Team": "My-Team" 
   }, 
    "clientToken": "6e5b2726-4bb0-4010-a2e3-de91980cf783"
}

レスポンス例

HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: 12345678-abcd-4442-b8c5-262b45e9b535
Content-Length: 185
Access-Control-Allow-Methods: OPTION,GET,POST,DELETE
Access-Control-Expose-Headers: x-amzn-errortype,x-amzn-requestid,x-amzn-trace-id,x-amzn-
errormessage,x-amz-apigw-id,date
Strict-Transport-Security: strict-transport-security: max-age=31536000; includeSubDomains
x-amz-apigw-id: 1234EXAMPLE=
X-Amzn-Trace-Id: Root=1-12345678-39c98b574fd600282a1a0f21
Connection: keep-alive
Cache-Control: no-store,no-cache,must-revalidate
Date: Tue, 01 Dec 2020 19:37:25 GMT
Access-Control-Allow-Origin: *
Access-Control-Allow-Headers: *,Authorization,Date,X-Amz-Date,content-type,x-amz-content-
sha256,x-amz-user-agent,x-amzn-platform-id,x-amzn-trace-id,X-Amz-Security-Token,X-Amz-
Target
Content-Type: application/x-amz-json-1.1

{ 
    "arn": "arn:aws:aps:us-west-2:123456789012:workspace/ws-12345678-1234-46a9-933a-
ac50479a5568", 
    "status": { 
        "statusCode": "CREATING" 
    }, 
    "tags": {  
       "Status": "Secret", 
       "Team": "My-Team" 
   }, 
    "workspaceId": "ws-b226cc2a-a446-46a9-933a-ac50479a5568"
}

DeleteAlertManagerDefinition
DeleteAlertManagerDefinitionこのオペレーションは、アラートマネージャーの定義をワークス
ペースから削除します。

パラメータのリクエスト
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DeleteLoggingConfiguration

• WorkspaceID — アラートマネージャー定義を削除するワークスペースの ID。
• clientToken-(オプション) リクエストの催等性を保証するための、一意かつ大文字と小文字を区別する、

識別子。

レスポンス要素

• なし

リクエスト例

DELETE /workspaces/ws-b226cc2a-a446-46a9-933a-ac50479a5568/alertmanager/definition HTTP/1.1
Content-Length: 61,  
Authorization: AUTHPARAMS
X-Amz-Date: 20201201T193725Z
User-Agent: aws-cli/1.18.147 Python/2.7.18 Linux/5.4.58-37.125.amzn2int.x86_64 
 botocore/1.18.6

{ 
    "clientToken": "64111b4d-0e57-4487-9bee-570709c37699"
}

レスポンス例

HTTP/1.1 202 OK

DeleteLoggingConfiguration
DeleteLoggingConfigurationこの操作は、Workspace の現在のログ設定を削除します。

パラメータのリクエスト

WorkspaceID — ロギング構成を削除する対象のワークスペースの ID。

clientToken-(オプション) リクエストの催等性を保証するための、一意かつ大文字と小文字を区別する、識
別子。

レスポンス要素

none

リクエスト例

DELETE /workspaces/ws-0b41dc1b-e027-457c-8a68-e113998fb62c/logging HTTP/1.1
Content-Length: 0
Authorization: AUTHPARAMS
X-Amz-Date: 20201201T193725Z
User-Agent: aws-cli/1.18.147 Python/2.7.18

{ 
  "clientToken": "64111b4d-0e57-4487-9bee-123456c37699"  
}

レスポンス例

HTTP/1.1 202 OK
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DeleteRuleGroupsNamespace
DeleteRuleGroupsNamespaceこの操作により、1 つのルールグループ名前空間とそれに関連するルー
ルグループ定義が削除されます。

パラメータのリクエスト

• WorkspaceID — 削除するルールグループ、名前空間、定義を含むワークスペースの ID。
• 名前 — 削除するルールグループの名前空間名。
• clientToken-(オプション) リクエストの催等性を保証するための、一意かつ大文字と小文字を区別する、

識別子。

レスポンス要素

• なし

リクエスト例

DELETE /workspaces/ws-b226cc2a-a446-46a9-933a-ac50479a5568/rulegroupsnamespaces/test-rules 
 HTTP/1.1
Content-Length: 61,  
Authorization: AUTHPARAMS
X-Amz-Date: 20201201T193725Z
User-Agent: aws-cli/1.18.147 Python/2.7.18 Linux/5.4.58-37.125.amzn2int.x86_64 
 botocore/1.18.6

{ 
    "clientToken": "b371aa96-a5ef-455d-9561-f4b2b8cb0c5c"
}

レスポンス例

HTTP/1.1 202 OK
x-amzn-RequestId: 12345678-abcd-4442-b8c5-262b45e9b535
Content-Length: 0
Access-Control-Allow-Methods: OPTION,GET,POST,DELETE
Access-Control-Expose-Headers: x-amzn-errortype,x-amzn-requestid,x-amzn-trace-id,x-amzn-
errormessage,x-amz-apigw-id,date
Strict-Transport-Security: strict-transport-security: max-age=31536000; includeSubDomains
x-amz-apigw-id: 1234EXAMPLE=
X-Amzn-Trace-Id: Root=1-12345678-39c98b574fd600282a1a0f21
Connection: keep-alive
Cache-Control: no-store,no-cache,must-revalidate
Date: Tue, 01 Dec 2020 19:37:25 GMT
Access-Control-Allow-Origin: *
Access-Control-Allow-Headers: *,Authorization,Date,X-Amz-Date,content-type,x-amz-content-
sha256,x-amz-user-agent,x-amzn-platform-id,x-amzn-trace-id,X-Amz-Security-Token,X-Amz-
Target
Content-Type: application/x-amz-json-1.1

DeleteWorkspace
DeleteWorkspaceこの操作により、既存のワークスペースが削除されます。

ワークスペースを削除しても、そのワークスペースに取り込まれたデータはすぐには削除されません。1か
月以内に完全に削除されます。
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パラメータのリクエスト

• ワークスペース ID — 削除するワークスペースの ID。
• clientToken-(オプション) リクエストの催等性を保証するための、一意かつ大文字と小文字を区別する、

識別子。

レスポンス要素

• なし

リクエスト例

DELETE /workspaces/ws-b226cc2a-a446-46a9-933a-ac50479a5568?
clientToken=99ce509d-014c-4911-8f71-9844d9df0a97 HTTP/1.1
Content-Length: 79,  
Authorization: AUTHPARAMS
X-Amz-Date: 20201201T193725Z
User-Agent: aws-cli/1.18.147 Python/2.7.18 Linux/5.4.58-37.125.amzn2int.x86_64 
 botocore/1.18.6

{ 
    "alias": "myWorkspace", 
    "clientToken": "6e5b2726-4bb0-4010-a2e3-de91980cf783"
}

レスポンス例

HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: 12345678-abcd-4442-b8c5-262b45e9b535
Content-Length: 185
Access-Control-Allow-Methods: OPTION,GET,POST,DELETE
Access-Control-Expose-Headers: x-amzn-errortype,x-amzn-requestid,x-amzn-trace-id,x-amzn-
errormessage,x-amz-apigw-id,date
Strict-Transport-Security: strict-transport-security: max-age=31536000; includeSubDomains
x-amz-apigw-id: 1234EXAMPLE=
X-Amzn-Trace-Id: Root=1-12345678-39c98b574fd600282a1a0f21
Connection: keep-alive
Cache-Control: no-store,no-cache,must-revalidate
Date: Tue, 01 Dec 2020 19:37:25 GMT
Access-Control-Allow-Origin: *
Access-Control-Allow-Headers: *,Authorization,Date,X-Amz-Date,content-type,x-amz-content-
sha256,x-amz-user-agent,x-amzn-platform-id,x-amzn-trace-id,X-Amz-Security-Token,X-Amz-
Target
Content-Type: application/x-amz-json-1.1

DescribeAlertManagerDefinition
DescribeAlertManagerDefinitionこのオペレーションは、1 つのワークスペースのアラートマネー
ジャー定義に関するすべての情報を取得します。

パラメータのリクエスト

• WorkspaceID — アラートマネージャー定義を取得するワークスペースの ID。

レスポンス要素

• alertManagerDefinition— アラートマネージャー定義の内容。これはAlertManagerDefinitionDescription 
構造 (p. 149).
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リクエスト例

GET /workspaces/ws-b226cc2a-a446-46a9-933a-ac50479a5568/alertmanager/definition HTTP/1.1
Content-Length: 175,  
Authorization: AUTHPARAMS
X-Amz-Date: 20201201T193725Z
User-Agent: aws-cli/1.18.147 Python/2.7.18 Linux/5.4.58-37.125.amzn2int.x86_64 
 botocore/1.18.6

レスポンス例

HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: 12345678-abcd-4442-b8c5-262b45e9b535
Content-Length: 480
Access-Control-Allow-Methods: OPTION,GET,POST,DELETE
Access-Control-Expose-Headers: x-amzn-errortype,x-amzn-requestid,x-amzn-trace-id,x-amzn-
errormessage,x-amz-apigw-id,date
Strict-Transport-Security: strict-transport-security: max-age=31536000; includeSubDomains
x-amz-apigw-id: 1234EXAMPLE=
X-Amzn-Trace-Id: Root=1-12345678-39c98b574fd600282a1a0f21
Connection: keep-alive
Cache-Control: no-store,no-cache,must-revalidate
Date: Tue, 01 Dec 2020 19:37:25 GMT
Access-Control-Allow-Origin: *
Access-Control-Allow-Headers: *,Authorization,Date,X-Amz-Date,content-type,x-amz-content-
sha256,x-amz-user-agent,x-amzn-platform-id,x-amzn-trace-id,X-Amz-Security-Token,X-Amz-
Target
Content-Type: application/x-amz-json-1.1

{ 
    "alertManagerDefinition": { 
        "createdAt": 1.635198605029E9, 
        "data": "EXAMPLE2NvbmZpZzogfAogIGdsb2Jhb...", 
        "modifiedAt": 1.635198666202E9, 
        "status": { 
            "statusCode": "ACTIVE", 
            "statusReason": "" 
        } 
    }
}

DescribeLoggingConfiguration
DescribeLoggingConfigurationこのオペレーションは、ワークスペースの現在のロギング構成に関
する完全な情報を返します。

パラメータのリクエスト

WorkspaceID — ロギング構成を記述するワークスペースの ID。

レスポンス要素

loggingConfigurationDescription—ロギング設定に関する情報を表示する構造。詳細については、
「LoggingConfigurationDescription 構造 (p. 150)」を参照してください。

リクエスト例

GET /workspaces/ws-0b41dc1b-e123-456c-a78-e901234fb62c/logging HTTP/1.1
Content-Length: 129
Authorization: AUTHPARAMS  
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X-Amz-Date: 20220803T172221Z
User-Agent: aws-cli/1.18.147 Python/2.7.18

レスポンス例

HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: a757522b-42a8-4556-83b8-df3014aeecb6
Content-Length: 261
Access-Control-Allow-Methods: OPTION,GET,POST,DELETE
Access-Control-Expose-Headers: x-amzn-errortype,x-amzn-requestid,x-amzn-trace-id,x-amzn-
errormessage,x-amz-apigw-id,date
Strict-Transport-Security: strict-transport-security: max-age=31536000; includeSubDomains
x-amz-apigw-id: WTFjyFKgPHcFfyA=
X-Amzn-Trace-Id: Root=1-62eab3fa-531865955e1228202e602d54
Connection: keep-alive  
Cache-Control: no-store,no-cache,must-revalidate  
Date: Wed, 03 Aug 2022 17:22:25 GMT
Access-Control-Allow-Origin: *  
Access-Control-Allow-Headers: *,Authorization,Date,X-Amz-Date,content-type,x-amz-content-
sha256,x-amz-user-agent,x-amzn-platform-id,x-amzn-trace-id,X-Amz-Security-Token,X-Amz-
Target  
Content-Type: application/x-amz-json-1.1  

{ 
  "loggingConfiguration": { 
    "createdAt": 1659547345.422, 
    "logGroupArn": "arn:aws:logs:us-west-2:123456789012:log-group:test:*", 
    "modifiedAt": 1659548666.936, 
    "status": { 
      "statusCode": "ACTIVE", 
      "statusReason": "" 
    }, 
    "workspace": "ws-0b41dc1b-e027-457c-8a68-e113998fb62c" 
  }
}

DescribeRuleGroupsNamespace
DescribeRuleGroupsNamespaceこのオペレーションは、1 つのルールグループの名前空間に
関する完全な情報を返します。ルールグループの名前空間を含むルールグループの名前空間を含む
ルールグループの名前空間を含むルールグループの名前空間を含むルールグループの名前空間を含
むListRuleGroupsNamespaces (p. 140)ルールグループ

パラメータのリクエスト

• WorkspaceID — ルールグループの名前空間を含むワークスペースの ID。
• name-情報を求めるルールグループの名前空間名。

レスポンス要素

• ruleGroupsNamespace— ルールグループの名前空間に関する情報。これ
はRuleGroupsNamespaceDescription 構造 (p. 151).

リクエスト例

GET /workspaces/ws-b226cc2a-a446-46a9-933a-ac50479a5568/rulegroupsnamespaces/test-rules 
 HTTP/1.1
Content-Length: 0,  
Authorization: AUTHPARAMS
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X-Amz-Date: 20201201T193725Z
User-Agent: aws-cli/1.18.147 Python/2.7.18 Linux/5.4.58-37.125.amzn2int.x86_64 
 botocore/1.18.6

レスポンス例

HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: 12345678-abcd-4442-b8c5-262b45e9b535
Content-Length: 519
Access-Control-Allow-Methods: OPTION,GET,POST,DELETE
Access-Control-Expose-Headers: x-amzn-errortype,x-amzn-requestid,x-amzn-trace-id,x-amzn-
errormessage,x-amz-apigw-id,date
Strict-Transport-Security: strict-transport-security: max-age=31536000; includeSubDomains
x-amz-apigw-id: 1234EXAMPLE=
X-Amzn-Trace-Id: Root=1-12345678-39c98b574fd600282a1a0f21
Connection: keep-alive
Cache-Control: no-store,no-cache,must-revalidate
Date: Tue, 01 Dec 2020 19:37:25 GMT
Access-Control-Allow-Origin: *
Access-Control-Allow-Headers: *,Authorization,Date,X-Amz-Date,content-type,x-amz-content-
sha256,x-amz-user-agent,x-amzn-platform-id,x-amzn-trace-id,X-Amz-Security-Token,X-Amz-
Target
Content-Type: application/x-amz-json-1.1

{ 
    "ruleGroupsNamespace": { 
        "arn": "arn:aws:aps:us-west-2:123456789012:rulegroupsnamespace/ws-12345678-
a446-46a9-933a-ac50479a5568/test-rules", 
        "createdAt": 1.63485026039E9, 
        "data": "EXAMPLE2NvbmZpZzogfAogIGdsb2Jhb...", 
        "modifiedAt": 1.63485027191E9, 
        "name": "test-rules", 
        "status": { 
            "statusCode": "ACTIVE", 
            "statusReason": "" 
        }, 
        "tags": {} 
    }
}

DescribeWorkspace
DescribeWorkspaceこのオペレーションでは、既存のワークスペースに関する情報が表示されます。

パラメータのリクエスト

• ワークスペース ID — 説明するワークスペースの ID。

レスポンス要素

• workspace —Workspace —WorkspaceWorkspaceDescription の詳細を含む構造体。詳細について
は、「WorkspaceDescription構造 (p. 152)」を参照してください。

リクエスト例

GET /workspaces/ws-b226cc2a-a446-46a9-933a-ac50479a5568 HTTP/1.1
Content-Length: 79,  
Authorization: AUTHPARAMS
X-Amz-Date: 20201201T193725Z
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User-Agent: aws-cli/1.18.147 Python/2.7.18 Linux/5.4.58-37.125.amzn2int.x86_64 
 botocore/1.18.6

{ 
    "alias": "myWorkspace", 
    "clientToken": "6e5b2726-4bb0-4010-a2e3-de91980cf783"
}

レスポンス例

HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: 12345678-abcd-4442-b8c5-262b45e9b535
Content-Length: 185
Access-Control-Allow-Methods: OPTION,GET,POST,DELETE
Access-Control-Expose-Headers: x-amzn-errortype,x-amzn-requestid,x-amzn-trace-id,x-amzn-
errormessage,x-amz-apigw-id,date
Strict-Transport-Security: strict-transport-security: max-age=31536000; includeSubDomains
x-amz-apigw-id: 1234EXAMPLE=
X-Amzn-Trace-Id: Root=1-12345678-39c98b574fd600282a1a0f21
Connection: keep-alive
Cache-Control: no-store,no-cache,must-revalidate
Date: Tue, 01 Dec 2020 19:37:25 GMT
Access-Control-Allow-Origin: *
Access-Control-Allow-Headers: *,Authorization,Date,X-Amz-Date,content-type,x-amz-content-
sha256,x-amz-user-agent,x-amzn-platform-id,x-amzn-trace-id,X-Amz-Security-Token,X-Amz-
Target
Content-Type: application/x-amz-json-1.1

{ 
    "workspace": { 
        "alias": "myWorkspace", 
        "arn": "arn:aws:aps:us-west-2:123456789012:workspace/ws-12345678-a446-46a9-933a-
ac50479a5568", 
        "createdAt": 1.606851445922E9, 
        "prometheusEndpoint": "https://aps-workspaces.us-west-2.amazonaws.com/workspaces/
ws-b226cc2a-a446-46a9-933a-ac50479a5568/", 
        "status": { 
            "statusCode": "ACTIVE" 
        }, 
        "tags": {  
         "Status": "Secret", 
         "Team": "My-Team" 
     }, 
        "workspaceId": "ws-12345678-a446-46a9-933a-ac50479a5568" 
    }
}

ListRuleGroupsNamespaces
ListRuleGroupsNamespacesこのオペレーションは、ワークスペース内のルールグループ名前空間のリ
ストを返します。

パラメータのリクエスト

• WorkspaceID — ルールグループの名前空間を含むワークスペースの ID。
• name — (オプション) このパラメータを使用して、返されるルールグループの名前空間をフィルタリン

グします。指定した値で始まる名前の名前空間のみが返されます。
• maxResults-(オプション) 返される結果の最大数。有効な値は、1 — 1000 です。デフォルトは 100 で

す。
• nextToken-(オプション) 次に返されるアイテムセットのトークン。(このトークンは、前回の呼び出しで

受け取ったものです。)
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レスポンス要素

• ruleGroupsNamespaces— 返されたルールグループの名前空間のリスト。リスト内の各項目
は、RuleGroupsNamespaceSummary 構造 (p. 151).

• nextToken —取得する結果が他にもあることを示すトークン。ListRuleGroupsNamespacesこのトー
クンを次の操作の一部として使用して、これらの結果を取得できます。

リクエスト例

GET /workspaces/ws-b226cc2a-a446-46a9-933a-ac50479a5568/rulegroupsnamespaces HTTP/1.1
Content-Length: 0,  
Authorization: AUTHPARAMS
X-Amz-Date: 20201201T193725Z
User-Agent: aws-cli/1.18.147 Python/2.7.18 Linux/5.4.58-37.125.amzn2int.x86_64 
 botocore/1.18.6

レスポンス例

HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: 12345678-abcd-4442-b8c5-262b45e9b535
Content-Length: 359
Access-Control-Allow-Methods: OPTION,GET,POST,DELETE
Access-Control-Expose-Headers: x-amzn-errortype,x-amzn-requestid,x-amzn-trace-id,x-amzn-
errormessage,x-amz-apigw-id,date
Strict-Transport-Security: strict-transport-security: max-age=31536000; includeSubDomains
x-amz-apigw-id: 1234EXAMPLE=
X-Amzn-Trace-Id: Root=1-12345678-39c98b574fd600282a1a0f21
Connection: keep-alive
Cache-Control: no-store,no-cache,must-revalidate
Date: Tue, 01 Dec 2020 19:37:25 GMT
Access-Control-Allow-Origin: *
Access-Control-Allow-Headers: *,Authorization,Date,X-Amz-Date,content-type,x-amz-content-
sha256,x-amz-user-agent,x-amzn-platform-id,x-amzn-trace-id,X-Amz-Security-Token,X-Amz-
Target
Content-Type: application/x-amz-json-1.1

{ 
    "ruleGroupsNamespaces": [ 
        { 
            "arn": "arn:aws:aps:us-west-2:123456789012:rulegroupsnamespace/ws-b226cc2a-
a446-46a9-933a-ac50479a5568/test-rules", 
            "createdAt": 1.63485026039E9, 
            "modifiedAt": 1.634850638181E9, 
            "name": "test-rules", 
            "status": { 
                "statusCode": "ACTIVE", 
                "statusReason": "" 
            }, 
            "tags": {} 
        } 
    ]
}

ListTagsForResource
ListTagsForResourceこのオペレーションは、Amazon マネージドサービス for Prometheus リソース
に関連するタグを返します。現在、タグ付けできるリソースはワークスペースのみです。

パラメータのリクエスト
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• resourceArn — ワークスペースの ARN。

レスポンス要素

• tags-リソースに関連付けられたタグキーと値のリスト。

リクエスト例

GET /tags/arn%3Aaws%3Aaps%3Aus-east-2%3A621014813884%3Aworkspace%2Fws-effda945-fb72-4e8b-
bbb7-c0ca7e72d5b6 HTTP/1.1
Authorization: AUTHPARAMS
X-Amz-Date: 20201201T193725Z
User-Agent: aws-cli/1.18.147 Python/2.7.18 Linux/5.4.58-37.125.amzn2int.x86_64 
 botocore/1.18.6

{ 
    "resourceArn": ""arn:aws:aps:us-west-2:123456789012:workspace/ws-12345678-
a446-46a9-933a-ac50479a5568"",
}

レスポンス例

HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: 12345678-abcd-4442-b8c5-262b45e9b535
Content-Length: 43
Connection: keep-alive
Date: Tue, 01 Dec 2020 19:37:25 GMT
Access-Control-Allow-Origin: *
Access-Control-Allow-Headers: *,Authorization,Date,X-Amz-Date,content-type,x-amz-content-
sha256,x-amz-user-agent,x-amzn-platform-id,x-amzn-trace-id,X-Amz-Security-Token,X-Amz-
Target
Content-Type: application/x-amz-json-1.1

{ 
    "tags": { 
        "Status": "Secret", 
        "Team": "My-Team" 
    }
}

ListWorkspaces
ListWorkspacesこのオペレーションでは、アカウント内のすべての Amazon マネージドサービス for 
Prometheus ワークスペースが一覧表示されます。これには、作成中または削除中のワークスペースも含
まれます。

パラメータのリクエスト

• alias — (オプション) これを含めると、ここで指定した値で始まる名前のワークスペースのみに結果を
フィルタリングします。

Amazon Managed Service for Prometheus は、は指定したエイリアスの先頭と末尾の空白を自動的に削
除します。

• maxResults — (オプション) 1ListWorkspaces 回の操作で返されるワークスペースの最大数。範囲は 
1～1000 です。範囲は 1～1000 です。

このパラメータを省略すると、デフォルトの 100 が使用されます。

142



Amazon Managed Service for Prometheus ユーザーガイド
ListWorkspaces

• nextToken-(オプション) 次に返されるアイテムセットのトークン。(このトークンは、前回の呼び出しで
受け取ったものです。)

レスポンス要素

• ワークスペースWorkspaceSummary —構造体の配列。詳細については、「WorkspaceSummary構
造 (p. 152)」を参照してください。

• nextToken —取得する結果が他にもあることを示すトークン。ListWorkspacesこのトークンを次の操
作の一部として使用して、これらの結果を取得できます。

リクエスト例

GET /workspaces?alias=myWorkspace HTTP/1.1
Content-Length: 79,  
Authorization: AUTHPARAMS
X-Amz-Date: 20201201T193725Z
User-Agent: aws-cli/1.18.147 Python/2.7.18 Linux/5.4.58-37.125.amzn2int.x86_64 
 botocore/1.18.6

{ 
    "alias": "myWorkspace", 
    "tags": { 
        "Status": "Secret", 
        "Team": "My-Team" 
    }, 
    "clientToken": "6e5b2726-4bb0-4010-a2e3-de91980cf783"
}

レスポンス例

HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: 12345678-abcd-4442-b8c5-262b45e9b535
Content-Length: 185
Access-Control-Allow-Methods: OPTION,GET,POST,DELETE
Access-Control-Expose-Headers: x-amzn-errortype,x-amzn-requestid,x-amzn-trace-id,x-amzn-
errormessage,x-amz-apigw-id,date
Strict-Transport-Security: strict-transport-security: max-age=31536000; includeSubDomains
x-amz-apigw-id: 1234EXAMPLE=
X-Amzn-Trace-Id: Root=1-12345678-39c98b574fd600282a1a0f21
Connection: keep-alive
Cache-Control: no-store,no-cache,must-revalidate
Date: Tue, 01 Dec 2020 19:37:25 GMT
Access-Control-Allow-Origin: *
Access-Control-Allow-Headers: *,Authorization,Date,X-Amz-Date,content-type,x-amz-content-
sha256,x-amz-user-agent,x-amzn-platform-id,x-amzn-trace-id,X-Amz-Security-Token,X-Amz-
Target
Content-Type: application/x-amz-json-1.1

{ 
    "nextToken": null, 
    "workspaces": [ 
        { 
            "alias": "myWorkspace", 
            "arn": "arn:aws:aps:us-west-2:123456789012:workspace/ws-b226cc2a-
a446-46a9-933a-ac50479a5568", 
            "createdAt": 1.606851445922E9, 
            "status": { 
                "statusCode": "ACTIVE" 
            }, 
            "workspaceId": "ws-12345678-a446-46a9-933a-ac50479a5568"  
        } 
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    ]
}

PutAlertManagerDefinition
PutAlertManagerDefinitionこのオペレーションは、ワークスペース内の既存のアラー
トマネージャー定義を更新します。ワークスペースにアラートマネージャーの定義がまだな
い場合は、この操作を使用してアラートマネージャーを作成しないでください。代わりに
CreateAlertManagerDefinition (p. 129) を使用してください。

パラメータのリクエスト

• WorkspaceID — アラートマネージャー定義を更新するワークスペースの ID。
• data — 使用する新しいアラートマネージャー定義。これはAlertManagerDefinitionData 構造 (p. 149).
• clientToken-(オプション) リクエストの催等性を保証するための、一意かつ大文字と小文字を区別する、

識別子。

レスポンス要素

• status：アラートマネージャ定義の現在のステータスを表示する構造。詳細については、
「AlertManagerDefinitionStatus 構造 (p. 150)」を参照してください。

リクエスト例

PUT /workspaces/ws-b226cc2a-a446-46a9-933a-ac50479a5568/alertmanager/definition HTTP/1.1
Content-Length: 409,  
Authorization: AUTHPARAMS
X-Amz-Date: 20201201T193725Z
User-Agent: aws-cli/1.18.147 Python/2.7.18 Linux/5.4.58-37.125.amzn2int.x86_64 
 botocore/1.18.6

{ 
    "data": "EXAMPLE2NvbmZpZzogfAogIGdsb2Jhb...", 
    "clientToken": "6495e935-b4ec-4c39-a8ac-37fb99973589"
}

レスポンス例

HTTP/1.1 202 OK
x-amzn-RequestId: 12345678-abcd-4442-b8c5-262b45e9b535
Content-Length: 185
Access-Control-Allow-Methods: OPTION,GET,POST,DELETE
Access-Control-Expose-Headers: x-amzn-errortype,x-amzn-requestid,x-amzn-trace-id,x-amzn-
errormessage,x-amz-apigw-id,date
Strict-Transport-Security: strict-transport-security: max-age=31536000; includeSubDomains
x-amz-apigw-id: 1234EXAMPLE=
X-Amzn-Trace-Id: Root=1-12345678-39c98b574fd600282a1a0f21
Connection: keep-alive
Cache-Control: no-store,no-cache,must-revalidate
Date: Tue, 01 Dec 2020 19:37:25 GMT
Access-Control-Allow-Origin: *
Access-Control-Allow-Headers: *,Authorization,Date,X-Amz-Date,content-type,x-amz-content-
sha256,x-amz-user-agent,x-amzn-platform-id,x-amzn-trace-id,X-Amz-Security-Token,X-Amz-
Target
Content-Type: application/x-amz-json-1.1

{ 
    "alertManagerDefinition": { 
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        "createdAt": 1.634848225614E9, 
        "data": "EXAMPLE2NvbmZpZzogfAogIGdsb2Jhb...", 
        "modifiedAt": 1.63484828633E9, 
        "status": { 
            "statusCode": "ACTIVE", 
            "statusReason": "" 
        } 
    }
}

PutRuleGroupsNamespace
PutRuleGroupsNamespaceこの操作は、ワークスペース内の既存のルールグループ名前空間を更新しま
す。ルールグループ名前空間は、正確に 1 つのルールファイルに関連付けられます。ワークスペースには
複数のルールグループ名前空間を設定できます。

この操作は、既存のルールグループの名前空間を更新する場合にのみ使用してください。新しいルールグ
ループ名前空間を作成するには、を使用しますCreateRuleGroupsNamespace (p. 131)。

この操作を使用して、既存のルールグループの名前空間名 workspace にタグを追加します。代わりに
TagResource (p. 146) を使用してください。

パラメータのリクエスト

• WorkspaceID — ルールグループの名前空間を更新するワークスペースの ID。
• name-更新するルールグループの名前空間名。
• データ — 名前空間で使用する新しいルールファイル。これはRuleGroupsNamespaceData構

造 (p. 150).
• clientToken-(オプション) リクエストの催等性を保証するための、一意かつ大文字と小文字を区別する、

識別子。

レスポンス要素

• 名前空間名 — 新しいルールグループの名前空間名。
• status：ルールグループの名前空間の現在のステータスを表示する構造。詳細については、

「RuleGroupsNamespaceStatus 構造 (p. 151)」を参照してください。
• arn — ルールグループ名前空間の ARN。
• tags-名前空間に関連付けられたタグキーと値のリスト。

リクエスト例

PUT /workspaces/ws-b123cc4a-a567-89a0-933a-ac50479a5568/rulegroupsnamespaces/test-rules 
 HTTP/1.1
Content-Length: 225,  
Authorization: AUTHPARAMS
X-Amz-Date: 20201201T193725Z
User-Agent: aws-cli/1.18.147 Python/2.7.18 Linux/5.4.58-37.125.amzn2int.x86_64 
 botocore/1.18.6

{ 
    "name": "test-rules", 
    "data": "EXAMPLE2NvbmZpZzogfAogIGdsb2Jhb...", 
    "clientToken": "1b1ef402-b1bc-4f86-8560-7ce0a45c32d6"
}

レスポンス例
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TagResource

HTTP/1.1 202 Accepted
x-amzn-RequestId: 12345678-abcd-4442-b8c5-262b45e9b535
Content-Length: 519
Access-Control-Allow-Methods: OPTION,GET,POST,DELETE
Access-Control-Expose-Headers: x-amzn-errortype,x-amzn-requestid,x-amzn-trace-id,x-amzn-
errormessage,x-amz-apigw-id,date
Strict-Transport-Security: strict-transport-security: max-age=31536000; includeSubDomains
x-amz-apigw-id: 1234EXAMPLE=
X-Amzn-Trace-Id: Root=1-12345678-39c98b574fd600282a1a0f21
Connection: keep-alive
Cache-Control: no-store,no-cache,must-revalidate
Date: Tue, 01 Dec 2020 19:37:25 GMT
Access-Control-Allow-Origin: *
Access-Control-Allow-Headers: *,Authorization,Date,X-Amz-Date,content-type,x-amz-content-
sha256,x-amz-user-agent,x-amzn-platform-id,x-amzn-trace-id,X-Amz-Security-Token,X-Amz-
Target
Content-Type: application/x-amz-json-1.1

{ 
    "arn": "arn:aws:aps:us-west-2:123456789012:rulegroupsnamespace/ws-12345678-
a446-46a9-933a-ac50479a5568/test-rules", 
    "name": "test-rules", 
    "status": { 
        "statusCode": "CREATING" 
    }, 
    "tags": {}
}

TagResource
TagResourceオペレーションは、タグを Amazon Managed Service for Prometheus リソースに関連付け
ます。現在、タグ付けできるリソースは、ワークスペースとルールグループ名前空間のみです。

リソースに新しいタグキーを指定すると、このタグはリソースに関連するタグのリストに追加されます。
リソースに既に関連付けられているタグキーを指定すると、指定した新しいタグ値がそのタグの以前の値
に置き換わります。

パラメータのリクエスト

• resourceArn —タグを適用するワークスペースまたはルールグループ名前空間の ARN。
• tags-リソースに関連付けるタグキーと値のリスト。

レスポンス要素

アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 204 レスポンスを返します。

リクエスト例

POST /tags/arn%3Aaws%3Aaps%3Aus-east-2%31234567893884%3Aworkspace%2Fws-effda945-fb72-4e8b-
bbb7-1234567895b6 HTTP/1.1
Content-Type: application/json

X-Amz-Date: 20210829T223002Z
Authorization: AUTHPARAMS
User-Agent: aws-cli/1.18.147 Python/2.7.18 Linux/5.4.58-37.125.amzn2int.x86_64 
 botocore/1.18.6

{ 
    "resourceArn": "arn:aws:aps:us-west-2:123456789012:workspace/ws-12345678-
a446-46a9-933a-ac50479a5568", 
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UntagResource

    "tags": {  
       "Status": "Secret", 
       "Team": "My-Team" 
   }
}

レスポンス例

HTTP/1.1 204 No Content
x-amzn-RequestId: 12345678-abcd-4442-b8c5-262b45e9b535
Content-Length: 0
Content-Type: application/x-amz-json-1.1

UntagResource
UntagResourceオペレーションは、Amazon Managed Service for Prometheus リソースから指定したタ
グを削除します。現在、タグ付けできるリソースは、ワークスペースとルールグループ名前空間のみで
す。

パラメータのリクエスト

• resourceArn。
• tagKeys — 削除するタグのキー。

レスポンス要素

アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 204 レスポンスを返します。

リクエスト例

DELETE /tags/arn:aws:aps:us-west-2:123456789012:workspace/ws-12345678-a446-46a9-933a-
ac50479a5568?tagKeys=myNewTag HTTP/1.1
Content-Type: application/json
X-Amz-Date: 20210829T223002Z
Authorization: AUTHPARAMS
User-Agent: aws-cli/1.18.147 Python/2.7.18 Linux/5.4.58-37.125.amzn2int.x86_64 
 botocore/1.18.6

レスポンス例

HTTP/1.1 204 No Content
x-amzn-RequestId: 12345678-abcd-4442-b8c5-262b45e9b535
Content-Length: 0
Content-Type: application/x-amz-json-1.1

UpdateLoggingConfiguration
UpdateLoggingConfigurationこの操作により、ロググループ ARN または現在のログ設定のワークス
ペース ID が更新されます。

パラメータのリクエスト

• WorkspaceID — ロギング構成を更新する対象のワークスペースの ID。
• logGroupArn— CloudWatch ベンダーログデータが公開されるロググループの ARN。
• clientToken-(オプション) リクエストの催等性を保証するための、一意かつ大文字と小文字を区別する、

識別子。

147



Amazon Managed Service for Prometheus ユーザーガイド
UpdateWorkspaceAlias

レスポンス要素

• status：ロギング設定の現在のステータスを表示する構造体。詳細については、
「LoggingConfigurationStatus 構造 (p. 150)」を参照してください。

リクエスト例

PUT /workspaces/ws-0b41dc1b-e123-456c-7a89-e012345fb62c/logging HTTP/1.1
Content-Length: 128
Authorization: AUTHPARAMS  
X-Amz-Date: 20220803T172221Z
User-Agent: aws-cli/2.5.6 Python/3.9.11 Darwin/21.4.0
{ 
  "logGroupArn": "arn:aws:logs:us-west-2:123456789012:log-group:test:*", 
  "clientToken": "d8dc1c6d-d44c-4a26-bdbc-9abcd6ef58g8"
}

レスポンス例

HTTP/1.1 202 OK
x-amzn-RequestId: 5602a6a0-8efa-4557-950c-1437eb85bc6d
Content-Length: 36
Access-Control-Allow-Methods: OPTION,GET,POST,DELETE
Access-Control-Expose-Headers: x-amzn-errortype,x-amzn-requestid,x-amzn-trace-id,x-amzn-
errormessage,x-amz-apigw-id,date
Strict-Transport-Security: strict-transport-security: max-age=31536000; includeSubDomains
x-amz-apigw-id: WTEPJHqRvHcF71A=
X-Amzn-Trace-Id: Root=1-62eab3fa-531865955e1228202e602d54
Connection: keep-alive  
Cache-Control: no-store,no-cache,must-revalidate  
Date: Wed, 03 Aug 2022 17:22:25 GMT
Access-Control-Allow-Origin: *  
Access-Control-Allow-Headers: *,Authorization,Date,X-Amz-Date,content-type,x-amz-content-
sha256,x-amz-user-agent,x-amzn-platform-id,x-amzn-trace-id,X-Amz-Security-Token,X-Amz-
Target  
Content-Type: application/x-amz-json-1.1  

{ 
  "status": { 
    "statusCode": "UPDATING" 
  }
}

UpdateWorkspaceAlias
UpdateWorkspaceAliasこの操作は、既存のワークスペースのエイリアスを更新します。

パラメータのリクエスト

• ワークスペース ID — 更新するワークスペースの ID。
• alias —ワークスペースの新しいエイリアス。これは一意にする必要はありません。

エイリアスは最大 100 文字で、どのタイプの文字でも使用できます。Amazon Managed Service for 
Prometheus は、は指定したエイリアスの先頭と末尾の空白を自動的に削除します。

• clientToken-(オプション) リクエストの催等性を保証するための、一意かつ大文字と小文字を区別する、
識別子。

レスポンス要素
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• なし

リクエスト例

POST /workspaces/ws-1234567890-a446-46a9-933a-ac50479a5568/alias HTTP/1.1
Content-Length: 79,  
Authorization: AUTHPARAMS
X-Amz-Date: 20201201T193725Z
User-Agent: aws-cli/1.18.147 Python/2.7.18 Linux/5.4.58-37.125.amzn2int.x86_64 
 botocore/1.18.6

{ 
    "alias": "myWorkspace", 
    "clientToken": "6e5b2726-4bb0-4010-a2e3-de91980cf783"
}

レスポンス例

HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: 12345678-abcd-4442-b8c5-262b45e9b535
Content-Length: 185
Access-Control-Allow-Methods: OPTION,GET,POST,DELETE
Access-Control-Expose-Headers: x-amzn-errortype,x-amzn-requestid,x-amzn-trace-id,x-amzn-
errormessage,x-amz-apigw-id,date
Strict-Transport-Security: strict-transport-security: max-age=31536000; includeSubDomains
x-amz-apigw-id: 1234EXAMPLE=
X-Amzn-Trace-Id: Root=1-12345678-39c98b574fd600282a1a0f21
Connection: keep-alive
Cache-Control: no-store,no-cache,must-revalidate
Date: Tue, 01 Dec 2020 19:37:25 GMT
Access-Control-Allow-Origin: *
Access-Control-Allow-Headers: *,Authorization,Date,X-Amz-Date,content-type,x-amz-content-
sha256,x-amz-user-agent,x-amzn-platform-id,x-amzn-trace-id,X-Amz-Security-Token,X-Amz-
Target
Content-Type: application/x-amz-json-1.1

AlertManagerDefinitionData 構造
AlertManagerDefinitionDataこの構造体には、実際のアラートマネージャー定義がブロブ (バイナ
リデータ) として含まれています。これは Base64 でエンコードされた YAML ファイルです。以下は、ア
ラートマネージャ設定ファイル YAML のクエリファイル YAML 例を示しています。

alertmanager_config: | 
  route: 
    receiver: 'default' 
  receivers: 
    - name: 'default' 
      sns_configs: 
      - topic_arn: arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:My-Topic 
        sigv4: 
          region: us-east-2 
        attributes: 
          key: key1 
          value: value1

AlertManagerDefinitionDescription 構造
AlertManagerDefinitionDescriptionこの構造には、1つのアラートマネージャー定義に関するすべ
ての詳細が含まれています。

149



Amazon Managed Service for Prometheus ユーザーガイド
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構造パラメーター

• alertManagerDefinitionデータ — 実際のアラートマネージャーの定義。
• alertManagerDefinitionステータス —アラートマネージャー定義の現在のステータスを表示する構造。詳

細については、「AlertManagerDefinitionStatus 構造 (p. 150)」を参照してください。
• createdAt —アラートマネージャー定義が作成された日付と時刻。
• ModifiedAt — アラートマネージャーの定義が最後に変更された日付と時刻。

AlertManagerDefinitionStatus 構造
AlertManagerDefinitionStatusこの構造には、アラートマネージャーに関するステータス情報が表
示されます。

構造パラメーター

• statusCode — アラートマネージャーの現在のステータス。
• ステータス理由 — 失敗の理由 (ある場合)。

LoggingConfigurationDescription 構造
LoggingConfigurationDescriptionこの構造には、ロギング構成に関する情報が含まれています。

構造パラメーター

• statusCode — アラートマネージャーの現在のステータス。詳細について
は、LoggingConfigurationStatus 構造 (p. 150) を参照してください。

• WorkspaceID — ロギング設定を記述するワークスペースの ID。
• logGroupArn— ベンダーログデータが公開される CW ロググループの ARN。
• createdAt — ロギング構成が作成された日付と時刻。
• ModifiedAt — ロギング構成が最後に変更された日付と時刻。

LoggingConfigurationStatus 構造
LoggingConfigurationStatusこの構造には、ロギング構成に関するステータス情報が含まれていま
す。

構造パラメーター

• statusCode — ロギング設定の現在のステータス。指定できる値
はCREATING、、ACTIVE、UPDATINGDELETING、CREATION_FAILEDUPDATE_FAILEDおよびです。

• ステータス理由 — 失敗の理由 (ある場合)。

RuleGroupsNamespaceData構造
RuleGroupsNamespaceData構造には、ルールグループファイルが YAML ファイルの base64 でエン
コードされた blob として格納されます。以下に YAML ルールファイル YAML 例を示します。

groups: 
  - name: test 
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RuleGroupsNamespaceDescription 構造

    rules: 
    - record: metric:recording_rule 
      expr: avg(rate(container_cpu_usage_seconds_total[5m])) 
  - name: alert-test 
    rules: 
    - alert: metric:alerting_rule 
      expr: avg(rate(container_cpu_usage_seconds_total[5m])) > 0 
      for: 2m

RuleGroupsNamespaceDescription 構造
RuleGroupsNamespaceDescriptionこの構造には、1 つのルールグループの名前空間に関する詳細が
すべて含まれています。

構造パラメーター

• 名前空間名 — ルールグループの名前空間名。
• arn — ルールグループ名前空間の ARN。
• status：ルールグループの名前空間の現在のステータスを表示する構造。詳細については、

「RuleGroupsNamespaceStatus 構造 (p. 151)」を参照してください。
• RuleGroupsNamespaceData—名前空間で使用されるルールグループファイル。
• createdAt — ルールグループの名前空間が作成された日付と時刻。
• ModifiedAt — ルールグループの名前空間が最後に変更された日付と時刻。
• tags — (オプション) ルールグループの名前空間に関連するタグキーと値のリスト。

RuleGroupsNamespaceStatus 構造
RuleGroupsNamespaceStatus構造には、ルールグループの名前空間に関するステータス情報が表示さ
れます。

構造パラメーター

• statusCode — ネームスペースの現在のステータス。指定できる値
は、CREATING、ACTIVE、UPDATING、DELETING、CREATION_FAILED、UPDATE_FAILED です。

• ステータス理由 — 失敗の理由 (ある場合)。

RuleGroupsNamespaceSummary 構造
RuleGroupsNamespaceSummaryこの構造には、1 つのルールグループの名前空間に関する情報が含
まれています。1 つのルールグループの名前空間に関する詳細情報を取得するには、を使用してくださ
いDescribeRuleGroupsNamespace (p. 138)。

構造パラメーター

• 名前空間名 — ルールグループの名前空間名。
• arn — ルールグループ名前空間の ARN。
• status：ルールグループの名前空間の現在のステータスを表示する構造。詳細については、

「RuleGroupsNamespaceStatus 構造 (p. 151)」を参照してください。
• createdAt — ルールグループの名前空間が作成された日付と時刻。
• ModifiedAt — ルールグループの名前空間が最後に変更された日付と時刻。
• tags — (オプション) ルールグループの名前空間に関連するタグキーと値のリスト。
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WorkspaceDescription構造
WorkspaceDescriptionこの構造には、アカウント内の Amazon マネージドサービス for Prometheus 
ワークスペースに関する詳細がすべて含まれています。

構造パラメーター

• ワークスペース ID — ワークスペースの固有の ID。
• arn —Workspace の ARN。
• status —ワークスペースの現在のステータス。指定できる値

はCREATING、、ACTIVE、UPDATINGDELETING、CREATION_FAILEDおよびです。
• Prometheus エンドポイント — このワークスペースで使用できる Prometheus エンドポイント。
• createdAt t — ワークスペースが作成された日時。
• tags-(オプション) Workspace に関連付けるタグキーと値のリスト。

WorkspaceSummary構造
WorkspaceSummaryこの構造には、アカウント内の Amazon マネージドサービス for Prometheus ワーク
スペースに関する情報が含まれています。

構造パラメーター

• ワークスペース ID — ワークスペースの固有の ID。
• arn —Workspace の ARN。
• status —ワークスペースの現在のステータス。指定できる値

はCREATING、、ACTIVE、UPDATINGDELETING、CREATION_FAILEDおよびです。
• createdAt t — ワークスペースが作成された日時。
• tags-(オプション) Workspace に関連付けるタグキーと値のリスト。

一般的なエラー
このセクションでは、AWS のすべてのサービスの API アクションに共通のエラーを一覧表示していま
す。このサービスの API アクションに固有のエラーについては、その API アクションのトピックを参照し
てください。

AccessDeniedException

このアクションを実行する十分なアクセス権限がありません。

HTTP ステータスコード: 400
IncompleteSignature

リクエストの署名が AWS 基準に適合しません。

HTTP ステータスコード: 400
InternalFailure

不明なエラー、例外、または障害により、リクエスト処理が失敗しました。

HTTP ステータスコード: 500
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InvalidAction

要求されたアクション、またはオペレーションは無効です。アクションが正しく入力されていること
を確認します。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidClientTokenId

指定された x.509 証明書、または AWS アクセスキー ID が見つかりません。

HTTP ステータスコード: 403
InvalidParameterCombination

同時に使用できないパラメータが、同時使用されています。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidParameterValue

入力パラメータに指定された値は無効か、無効です out-of-range。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidQueryParameter

AWS クエリ文字列が正しい形式でないため、AWS 基準に順守していません。

HTTP ステータスコード: 400
MalformedQueryString

クエリ文字列に構文エラーがあります。

HTTP ステータスコード: 404
MissingAction

リクエストに、アクションまたは必須パラメータが含まれていません。

HTTP ステータスコード: 400
MissingAuthenticationToken

リクエストには、有効な (登録された) AWS アクセスキー ID、または X.509 証明書のどちらか一方が
含まれている必要があります。

HTTP ステータスコード: 403
MissingParameter

指定したアクションの必須パラメータが指定されていません。

HTTP ステータスコード: 400
NotAuthorized

このアクションを実行するにはアクセス許可が必要です。

HTTP ステータスコード: 400
OptInRequired

サービスを利用するためには、AWS アクセスキー ID を取得する必要があります。

HTTP ステータスコード: 403
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プロメテウス対応 API

RequestExpired

リクエストの日付スタンプの 15 分以上後またはリクエストの有効期限 (署名付き URL の場合など) の 
15 分以上後に、リクエストが到着しました。または、リクエストの日付スタンプが現在より 15 分以
上先です。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailable

リクエストは、サーバーの一時的障害のために実行に失敗しました。

HTTP ステータスコード: 503
ThrottlingException

リクエストは、制限が必要なために実行が拒否されました。

HTTP ステータスコード: 400
ValidationError

入力が、AWS サービスで指定された制約を満たしていません。

HTTP ステータスコード: 400

プロメテウス対応 API
Amazon Managed Service for Prometheus は、次の Prometheus 対応 API をサポートしています。

Prometheus 互換 API の使用方法の詳細については、本ガイドの「Prometheus 互換 API を使用したクエ
リ」を参照してください。

トピック
• CreateAlertManagerAlerts (p. 154)
• DeleteAlertManagerSilence (p. 156)
• GetAlertManagerStatus (p. 156)
• GetAlertManagerSilence (p. 157)
• GetLabels (p. 158)
• GetMetricMetadata (p. 159)
• GetSeries (p. 160)
• ListAlerts (p. 162)
• ListAlertManagerAlerts (p. 162)
• ListAlertManagerAlertGroups (p. 163)
• ListAlertManagerReceivers (p. 165)
• ListAlertManagerSilences (p. 165)
• ListRules (p. 166)
• PutAlertManagerSilences (p. 167)
• QueryMetrics (p. 168)
• RemoteWrite (p. 170)

CreateAlertManagerAlerts
CreateAlertManagerAlertsこの操作により、ワークスペースにアラートが作成されます。
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CreateAlertManagerAlerts

有効な HTTP 動詞:

POST
有効URI

/workspaces/workspaceId/alertmanager/api/v2/alerts
URL クエリパラメータ:

alertsオブジェクトの配列で、各オブジェクトが 1 つのアラートを表します。以下は、アラートオ
ブジェクトの例を示しています。

[ 
  { 
    "startsAt": "2021-09-24T17:14:04.995Z", 
    "endsAt": "2021-09-24T17:14:04.995Z", 
    "annotations": { 
      "additionalProp1": "string", 
      "additionalProp2": "string", 
      "additionalProp3": "string" 
    }, 
    "labels": { 
      "additionalProp1": "string", 
      "additionalProp2": "string", 
      "additionalProp3": "string" 
    }, 
    "generatorURL": "string" 
  }
]

リクエスト例

POST /workspaces/ws-b226cc2a-a446-46a9-933a-ac50479a5568/alertmanager/api/v2/alerts 
 HTTP/1.1
Content-Length: 203,  
Authorization: AUTHPARAMS
X-Amz-Date: 20201201T193725Z
User-Agent: Grafana/8.1.0

[ 
  { 
    "labels": { 
      "alertname": "test-alert" 
    }, 
    "annotations": { 
      "summary": "this is a test alert used for demo purposes" 
    }, 
    "generatorURL": "https://www.amazon.com/" 
  }
]

レスポンス例

HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: 12345678-abcd-4442-b8c5-262b45e9b535
Content-Length: 0
Connection: keep-alive
Date: Tue, 01 Dec 2020 19:37:25 GMT
Content-Type: application/json
Server: amazon
vary: Origin

155



Amazon Managed Service for Prometheus ユーザーガイド
DeleteAlertManagerSilence

DeleteAlertManagerSilence
は、DeleteSilenceアラートサイレンスを 1 つ削除します。

有効な HTTP 動詞:

DELETE
有効URI

/workspaces/workspaceId/alertmanager/api/v2/silence/silenceID
URL クエリパラメータ:なし URL のクエリパラメータ:なし

リクエスト例

DELETE /workspaces/ws-b226cc2a-a446-46a9-933a-ac50479a5568/alertmanager/api/v2/silence/
d29d9df3-9125-4441-912c-70b05f86f973 HTTP/1.1
Content-Length: 0,  
Authorization: AUTHPARAMS
X-Amz-Date: 20201201T193725Z
User-Agent: Grafana/8.1.0

レスポンス例

HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: 12345678-abcd-4442-b8c5-262b45e9b535
Content-Length: 0
Connection: keep-alive
Date: Tue, 01 Dec 2020 19:37:25 GMT
Content-Type: application/json
Server: amazon
vary: Origin

GetAlertManagerStatus
では、GetAlertManagerStatusアラートマネージャのステータスに関する情報を取得します。

有効な HTTP 動詞:

GET
有効URI

/workspaces/workspaceId/alertmanager/api/v2/status
URL クエリパラメータ:なし URL のクエリパラメータ:なし

リクエスト例

GET /workspaces/ws-b226cc2a-a446-46a9-933a-ac50479a5568/alertmanager/api/v2/status HTTP/1.1
Content-Length: 0,  
Authorization: AUTHPARAMS
X-Amz-Date: 20201201T193725Z
User-Agent: Grafana/8.1.0

レスポンス例
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HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: 12345678-abcd-4442-b8c5-262b45e9b535
Content-Length: 941
Connection: keep-alive
Date: Tue, 01 Dec 2020 19:37:25 GMT
Content-Type: application/json
Server: amazon
vary: Origin

{ 
    "cluster": null, 
    "config": { 
        "original": "global:\n  resolve_timeout: 5m\n  http_config:\n    follow_redirects: 
 true\n  smtp_hello: localhost\n  smtp_require_tls: true\nroute:\n  receiver: sns-0\n 
  group_by:\n  - label\n  continue: false\nreceivers:\n- name: sns-0\n  sns_configs:\n 
  - send_resolved: false\n    http_config:\n      follow_redirects: true\n    sigv4: 
 {}\n    topic_arn: arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:test\n    subject: '{{ template 
 \"sns.default.subject\" . }}'\n    message: '{{ template \"sns.default.message\" . }}'\n  
   workspace_arn: arn:aws:aps:us-west-2:123456789012:workspace/ws-58a6a446-5ec4-415b-9052-
a449073bbd0a\ntemplates: []\n" 
    }, 
    "uptime": null, 
    "versionInfo": null
}

GetAlertManagerSilence
は、1GetAlertManagerSilence つのアラートサイレンスに関する情報を取得します。

有効な HTTP 動詞:

GET
有効URI

/workspaces/workspaceId/alertmanager/api/v2/silence/silenceID
URL クエリパラメータ:なし URL のクエリパラメータ:なし

リクエスト例

GET /workspaces/ws-b226cc2a-a446-46a9-933a-ac50479a5568/alertmanager/api/v2/silence/
d29d9df3-9125-4441-912c-70b05f86f973 HTTP/1.1
Content-Length: 0,  
Authorization: AUTHPARAMS
X-Amz-Date: 20201201T193725Z
User-Agent: Grafana/8.1.0

レスポンス例

HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: 12345678-abcd-4442-b8c5-262b45e9b535
Content-Length: 310
Connection: keep-alive
Date: Tue, 01 Dec 2020 19:37:25 GMT
Content-Type: application/json
Server: amazon
vary: Origin

{ 
    "id": "d29d9df3-9125-4441-912c-70b05f86f973", 
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    "status": { 
        "state": "active" 
    }, 
    "updatedAt": "2021-10-22T19:32:11.763Z", 
    "comment": "hello-world", 
    "createdBy": "test-person", 
    "endsAt": "2023-07-24T01:05:36.000Z", 
    "matchers": [ 
        { 
            "isEqual": true, 
            "isRegex": true, 
            "name": "job", 
            "value": "hello" 
        } 
    ], 
    "startsAt": "2021-10-22T19:32:11.763Z"
}

GetLabels
GetLabelsこのオペレーションは、時系列に関連付けられたラベルを取得します。

有効な HTTP 動詞:

GET, POST
有効URI

/workspaces/workspaceId/api/v1/labels

/workspaces/workspaceId/api/v1/label/label-name/valuesこの URI は GET リクエスト
のみをサポートします。

URL クエリパラメータ:

match[]=<series_selector>ラベル名を読み込むシリーズを選択するシリーズセレクター引数が
繰り返されました。オプション。

start=<rfc3339 | unix_timestamp>開始タイムスタンプ。オプション。

end=<rfc3339 | unix_timestamp>終了タイムスタンプ。オプション。

のサンプルリクエスト/workspaces/workspaceId/api/v1/labels

GET /workspaces/ws-b226cc2a-a446-46a9-933a-ac50479a5568/api/v1/labels HTTP/1.1
Content-Length: 0,  
Authorization: AUTHPARAMS
X-Amz-Date: 20201201T193725Z
User-Agent: Grafana/8.1.0

のサンプル応答/workspaces/workspaceId/api/v1/labels

HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: 12345678-abcd-4442-b8c5-262b45e9b535
Content-Length: 1435
Connection: keep-alive
Date: Tue, 01 Dec 2020 19:37:25 GMT
Content-Type: application/json
Server: amazon
vary: Origin

{ 
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    "status": "success", 
    "data": [ 
        "__name__", 
        "access_mode", 
        "address", 
        "alertname", 
        "alertstate", 
        "apiservice", 
        "app", 
        "app_kubernetes_io_instance", 
        "app_kubernetes_io_managed_by", 
        "app_kubernetes_io_name", 
        "area", 
        "beta_kubernetes_io_arch", 
        "beta_kubernetes_io_instance_type", 
        "beta_kubernetes_io_os", 
        "boot_id", 
        "branch", 
        "broadcast", 
        "buildDate", 
        ... 
    ]
}

のサンプルリクエスト/workspaces/workspaceId/api/v1/label/label-name/values

GET /workspaces/ws-b226cc2a-a446-46a9-933a-ac50479a5568/api/v1/label/access_mode/values 
 HTTP/1.1
Content-Length: 0,  
Authorization: AUTHPARAMS
X-Amz-Date: 20201201T193725Z
User-Agent: Grafana/8.1.0

のサンプル応答/workspaces/workspaceId/api/v1/label/label-name/values

HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: 12345678-abcd-4442-b8c5-262b45e9b535
Content-Length: 74
Connection: keep-alive
Date: Tue, 01 Dec 2020 19:37:25 GMT
Content-Type: application/json
Server: amazon
vary: Origin

{ 
    "status": "success", 
    "data": [ 
        "ReadWriteOnce" 
    ]
}

GetMetricMetadata
GetMetricMetadataこのオペレーションは、ターゲットから現在スクレイピングされているメトリック
に関するメタデータを取得します。ターゲット情報は提供されません。

クエリ結果のデータセクションは、各キーがメトリック名で、各値がすべてのターゲットでそのメトリッ
ク名について公開される固有のメタデータオブジェクトのリストであるオブジェクトで構成されます。

有効な HTTP 動詞:

GET
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有効URI

/workspaces/workspaceId/api/v1/metadata

URL クエリパラメータ:

limit=<number>返されるメトリクスの最大数。

metric=<string>メタデータをフィルタリングする指標名。これを空のままにすると、すべてのメ
トリックメタデータが取得されます。

リクエスト例

GET /workspaces/ws-b226cc2a-a446-46a9-933a-ac50479a5568/api/v1/metadata HTTP/1.1
Content-Length: 0,  
Authorization: AUTHPARAMS
X-Amz-Date: 20201201T193725Z
User-Agent: Grafana/8.1.0

レスポンス例

HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: 12345678-abcd-4442-b8c5-262b45e9b535
Connection: keep-alive
Date: Tue, 01 Dec 2020 19:37:25 GMT
Content-Type: application/json
Server: amazon
Transfer-Encoding: chunked

{ 
    "status": "success", 
    "data": { 
        "aggregator_openapi_v2_regeneration_count": [ 
            { 
                "type": "counter", 
                "help": "[ALPHA] Counter of OpenAPI v2 spec regeneration count broken down 
 by causing APIService name and reason.", 
                "unit": "" 
            } 
        ], 
        ... 
    }
}

GetSeries
GetSeriesこのオペレーションは、特定のラベルセットに一致する時系列のリストを取得します。

有効な HTTP 動詞:

GET, POST
有効URI

/workspaces/workspaceId/api/v1/series

URL クエリパラメータ:

match[]=<series_selector>返すシリーズを選択するシリーズセレクター引数が繰り返されまし
た。少なくとも 1match[] つの引数を指定する必要があります。
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start=<rfc3339 | unix_timestamp>開始タイムスタンプ。任意

end=<rfc3339 | unix_timestamp>終了タイムスタンプ。任意

リクエスト例

POST /workspaces/ws-b226cc2a-a446-46a9-933a-ac50479a5568/api/v1/series --data-urlencode 
 'match[]=node_cpu_seconds_total{app="prometheus"}' --data-urlencode 'start=1634936400' --
data-urlencode 'end=1634939100' HTTP/1.1
Content-Length: 0,  
Authorization: AUTHPARAMS
X-Amz-Date: 20201201T193725Z
User-Agent: Grafana/8.1.0

レスポンス例

HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: 12345678-abcd-4442-b8c5-262b45e9b535
Connection: keep-alive
Date: Tue, 01 Dec 2020 19:37:25 GMT
Content-Type: application/json
Server: amazon
content-encoding: gzip

{ 
    "status": "success", 
    "data": [ 
        { 
            "__name__": "node_cpu_seconds_total", 
            "app": "prometheus", 
            "app_kubernetes_io_managed_by": "Helm", 
            "chart": "prometheus-11.12.1", 
            "cluster": "cluster-1", 
            "component": "node-exporter", 
            "cpu": "0", 
            "heritage": "Helm", 
            "instance": "10.0.100.36:9100", 
            "job": "kubernetes-service-endpoints", 
            "kubernetes_name": "servicesstackprometheuscf14a6d7-node-exporter", 
            "kubernetes_namespace": "default", 
            "kubernetes_node": "ip-10-0-100-36.us-west-2.compute.internal", 
            "mode": "idle", 
            "release": "servicesstackprometheuscf14a6d7" 
        }, 
        { 
            "__name__": "node_cpu_seconds_total", 
            "app": "prometheus", 
            "app_kubernetes_io_managed_by": "Helm", 
            "chart": "prometheus-11.12.1", 
            "cluster": "cluster-1", 
            "component": "node-exporter", 
            "cpu": "0", 
            "heritage": "Helm", 
            "instance": "10.0.100.36:9100", 
            "job": "kubernetes-service-endpoints", 
            "kubernetes_name": "servicesstackprometheuscf14a6d7-node-exporter", 
            "kubernetes_namespace": "default", 
            "kubernetes_node": "ip-10-0-100-36.us-west-2.compute.internal", 
            "mode": "iowait", 
            "release": "servicesstackprometheuscf14a6d7" 
        }, 
        ... 
    ]
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}

ListAlerts
ListAlertsこのオペレーションは、ワークスペースで現在アクティブなアラートを取得します。

有効な HTTP 動詞:

GET
有効URI

/workspaces/workspaceId/api/v1/alerts

リクエスト例

GET /workspaces/ws-b226cc2a-a446-46a9-933a-ac50479a5568/api/v1/alerts HTTP/1.1
Content-Length: 0,  
Authorization: AUTHPARAMS
X-Amz-Date: 20201201T193725Z
User-Agent: Grafana/8.1.0

レスポンス例

HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: 12345678-abcd-4442-b8c5-262b45e9b535
Content-Length: 386
Connection: keep-alive
Date: Tue, 01 Dec 2020 19:37:25 GMT
Content-Type: application/json
Server: amazon
vary: Origin

{ 
  "status": "success", 
  "data": { 
    "alerts": [ 
      { 
        "labels": { 
          "alertname": "test-1.alert", 
          "severity": "none" 
        }, 
        "annotations": { 
          "message": "message" 
        }, 
        "state": "firing", 
        "activeAt": "2020-12-01T19:37:25.429565909Z", 
        "value": "1e+00" 
      } 
    ] 
  }, 
  "errorType": "", 
  "error": ""
}

ListAlertManagerAlerts
は、ListAlertManagerAlertsワークスペースのアラートマネージャで現在発生しているアラートに関
する情報を取得します。
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有効な HTTP 動詞:

GET

有効URI

/workspaces/workspaceId/alertmanager/api/v2/alerts

リクエスト例

GET /workspaces/ws-b226cc2a-a446-46a9-933a-ac50479a5568/alertmanager/api/v2/alerts HTTP/1.1
Content-Length: 0,  
Authorization: AUTHPARAMS
X-Amz-Date: 20201201T193725Z
User-Agent: Grafana/8.1.0

レスポンス例

HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: 12345678-abcd-4442-b8c5-262b45e9b535
Content-Length: 354
Connection: keep-alive
Date: Tue, 01 Dec 2020 19:37:25 GMT
Content-Type: application/json
Server: amazon
vary: Origin

[ 
    { 
        "annotations": { 
            "summary": "this is a test alert used for demo purposes" 
        }, 
        "endsAt": "2021-10-21T22:07:31.501Z", 
        "fingerprint": "375eab7b59892505", 
        "receivers": [ 
            { 
                "name": "sns-0" 
            } 
        ], 
        "startsAt": "2021-10-21T22:02:31.501Z", 
        "status": { 
            "inhibitedBy": [], 
            "silencedBy": [], 
            "state": "active" 
        }, 
        "updatedAt": "2021-10-21T22:02:31.501Z", 
        "labels": { 
            "alertname": "test-alert" 
        } 
    }
]

ListAlertManagerAlertGroups
ListAlertManagerAlertGroupsこのオペレーションは、ワークスペースのアラートマネージャーで設
定されたアラートグループのリストを取得します。

有効な HTTP 動詞:

GET

163



Amazon Managed Service for Prometheus ユーザーガイド
ListAlertManagerAlertGroups

有効URI

/workspaces/workspaceId/alertmanager/api/v2/alerts/groups
URL クエリパラメータ:

activeブーリアン。true の場合、返されるリストにはアクティブなアラートが含まれます。デフォル
トは true です。任意

silencedブーリアン。true の場合、返されるリストにはサイレンスされたアラートが含まれます。
デフォルトは true です。任意

inhibitedブーリアン。true の場合、返されるリストには禁止されたアラートが含まれます。デフォ
ルトは true です。任意

filter文字列の配列です。アラートをフィルタリングするマッチャーのリスト。任意

receiverストリング。受信者を照合してアラートをフィルタリングする正規表現。任意

リクエスト例

GET /workspaces/ws-b226cc2a-a446-46a9-933a-ac50479a5568/alertmanager/api/v2/alerts/groups 
 HTTP/1.1
Content-Length: 0,  
Authorization: AUTHPARAMS
X-Amz-Date: 20201201T193725Z
User-Agent: Grafana/8.1.0

レスポンス例

HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: 12345678-abcd-4442-b8c5-262b45e9b535
Content-Length: 443
Connection: keep-alive
Date: Tue, 01 Dec 2020 19:37:25 GMT
Content-Type: application/json
Server: amazon
vary: Origin

[ 
    { 
        "alerts": [ 
            { 
                "annotations": { 
                    "summary": "this is a test alert used for demo purposes" 
                }, 
                "endsAt": "2021-10-21T22:07:31.501Z", 
                "fingerprint": "375eab7b59892505", 
                "receivers": [ 
                    { 
                        "name": "sns-0" 
                    } 
                ], 
                "startsAt": "2021-10-21T22:02:31.501Z", 
                "status": { 
                    "inhibitedBy": [], 
                    "silencedBy": [], 
                    "state": "unprocessed" 
                }, 
                "updatedAt": "2021-10-21T22:02:31.501Z", 
                "generatorURL": "https://www.amazon.com/", 
                "labels": { 
                    "alertname": "test-alert" 
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                } 
            } 
        ], 
        "labels": {}, 
        "receiver": { 
            "name": "sns-0" 
        } 
    }
]

ListAlertManagerReceivers
ListAlertManagerReceiversこのオペレーションは、Alert Managerで設定された受信者に関する情報
を取得します。

有効な HTTP 動詞:

GET
有効URI

/workspaces/workspaceId/alertmanager/api/v2/receivers
URL クエリパラメータ:なし URL のクエリパラメータ:なし

リクエスト例

GET /workspaces/ws-b226cc2a-a446-46a9-933a-ac50479a5568/alertmanager/api/v2/receivers 
 HTTP/1.1
Content-Length: 0,  
Authorization: AUTHPARAMS
X-Amz-Date: 20201201T193725Z
User-Agent: Grafana/8.1.0

レスポンス例

HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: 12345678-abcd-4442-b8c5-262b45e9b535
Content-Length: 19
Connection: keep-alive
Date: Tue, 01 Dec 2020 19:37:25 GMT
Content-Type: application/json
Server: amazon
vary: Origin

[ 
    { 
        "name": "sns-0" 
    }
]

ListAlertManagerSilences
ListAlertManagerSilencesこのオペレーションは、ワークスペースに設定されているアラートサイレ
ンスに関する情報を取得します。

有効な HTTP 動詞:

GET
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有効URI

/workspaces/workspaceId/alertmanager/api/v2/silences

リクエスト例

GET /workspaces/ws-58a6a446-5ec4-415b-9052-a449073bbd0a/alertmanager/api/v2/silences 
 HTTP/1.1
Content-Length: 0,  
Authorization: AUTHPARAMS
X-Amz-Date: 20201201T193725Z
User-Agent: Grafana/8.1.0

レスポンス例

HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: 12345678-abcd-4442-b8c5-262b45e9b535
Content-Length: 312
Connection: keep-alive
Date: Tue, 01 Dec 2020 19:37:25 GMT
Content-Type: application/json
Server: amazon
vary: Origin

[ 
    { 
        "id": "d29d9df3-9125-4441-912c-70b05f86f973", 
        "status": { 
            "state": "active" 
        }, 
        "updatedAt": "2021-10-22T19:32:11.763Z", 
        "comment": "hello-world", 
        "createdBy": "test-person", 
        "endsAt": "2023-07-24T01:05:36.000Z", 
        "matchers": [ 
            { 
                "isEqual": true, 
                "isRegex": true, 
                "name": "job", 
                "value": "hello" 
            } 
        ], 
        "startsAt": "2021-10-22T19:32:11.763Z" 
    }
]

ListRules
は、ListRulesワークスペースに設定されているルールに関する情報を取得します。

有効な HTTP 動詞:

GET

有効URI

/workspaces/workspaceId/api/v1/rules

リクエスト例
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GET /workspaces/ws-b226cc2a-a446-46a9-933a-ac50479a5568/api/v1/rules HTTP/1.1
Content-Length: 0,  
Authorization: AUTHPARAMS
X-Amz-Date: 20201201T193725Z
User-Agent: Grafana/8.1.0

レスポンス例

HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: 12345678-abcd-4442-b8c5-262b45e9b535
Content-Length: 423
Connection: keep-alive
Date: Tue, 01 Dec 2020 19:37:25 GMT
Content-Type: application/json
Server: amazon
vary: Origin

{ 
    "status": "success", 
    "data": { 
        "groups": [ 
            { 
                "name": "test-1.rules", 
                "file": "test-rules", 
                "rules": [ 
                    { 
                        "name": "record:1", 
                        "query": "sum(rate(node_cpu_seconds_total[10m:1m]))", 
                        "labels": {}, 
                        "health": "ok", 
                        "lastError": "", 
                        "type": "recording", 
                        "lastEvaluation": "2021-10-21T21:22:34.429565909Z", 
                        "evaluationTime": 0.001005399 
                    } 
                ], 
                "interval": 60, 
                "lastEvaluation": "2021-10-21T21:22:34.429563992Z", 
                "evaluationTime": 0.001010504 
            } 
        ] 
    }, 
    "errorType": "", 
    "error": ""
}

PutAlertManagerSilences
PutAlertManagerSilencesこの操作により、新しいアラートサイレンスが作成されるか、既存のア
ラートサイレンスが更新されます。

有効な HTTP 動詞:

POST
有効URI

/workspaces/workspaceId/alertmanager/api/v2/silences
URL クエリパラメータ:

silence沈黙を表すオブジェクト。形式を次に示します。
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{ 
  "id": "string", 
  "matchers": [ 
    { 
      "name": "string", 
      "value": "string", 
      "isRegex": Boolean, 
      "isEqual": Boolean 
    } 
  ], 
  "startsAt": "timestamp", 
  "endsAt": "timestamp", 
  "createdBy": "string", 
  "comment": "string"
}

リクエスト例

POST /workspaces/ws-b226cc2a-a446-46a9-933a-ac50479a5568/alertmanager/api/v2/silences 
 HTTP/1.1
Content-Length: 281,  
Authorization: AUTHPARAMS
X-Amz-Date: 20201201T193725Z
User-Agent: Grafana/8.1.0

{ 
   "matchers":[ 
      { 
         "name":"job", 
         "value":"up", 
         "isRegex":false, 
         "isEqual":true 
      } 
   ], 
   "startsAt":"2020-07-23T01:05:36+00:00", 
   "endsAt":"2023-07-24T01:05:36+00:00", 
   "createdBy":"test-person", 
   "comment":"test silence"
}

レスポンス例

HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: 12345678-abcd-4442-b8c5-262b45e9b535
Content-Length: 53
Connection: keep-alive
Date: Tue, 01 Dec 2020 19:37:25 GMT
Content-Type: application/json
Server: amazon
vary: Origin

{ 
    "silenceID": "512860da-74f3-43c9-8833-cec026542b32"
}

QueryMetrics
QueryMetricsこのオペレーションは、特定の時点または一定期間にわたるインスタントクエリを評価し
ます。

168



Amazon Managed Service for Prometheus ユーザーガイド
QueryMetrics

有効な HTTP 動詞:

GET, POST
有効URI

/workspaces/workspaceId/api/v1/queryこの URI は、ある時点でインスタントクエリを評価
します。

/workspaces/workspaceId/api/v1/query_rangeこの URI は、一定期間にわたってインスタン
トクエリを評価します。

URL クエリパラメータ:

query=<string>Prometheus エクスプレッションのクエリ文字列。queryquery_rangeとの両方
で使用されます。

time=<rfc3339 | unix_timestamp>（オプション）query特定の時点でのインスタントクエリに
を使用する場合の評価タイムスタンプ。

timeout=<duration>（オプション）評価タイムアウト。デフォルトはで、-query.timeoutフラ
グの値で上限が設定されます。queryquery_rangeとの両方で使用されます。

start=<rfc3339 | unix_timestamp>query_range特定の時間帯のクエリに使用している場合
は、タイムスタンプを開始します。

end=<rfc3339 | unix_timestamp>query_range特定の時間のクエリに使用している場合の終了
タイムスタンプ。

step=<duration | float>クエリ解決のステップ幅 (durationfloatフォーマットまたは秒
数)。一定時間クエリを実行していて、そのようなクエリには必須である場合にのみ使用してくださ
い。query_range

[Duration] (所要時間)

Prometheus 対応 API の A は数字で、その直後には以下のいずれかの単位が続きます。duration

• msミリ秒
• s 秒
• m分
• h 時間
• d日数 (1 日が常に 24 時間だと仮定すると)
• w週 (1 週間が常に 7 日だと仮定すると)
• y年 (1 年が常に 365d だと仮定すると)

リクエスト例

POST /workspaces/ws-b226cc2a-a446-46a9-933a-ac50479a5568/api/v1/query?
query=sum(node_cpu_seconds_total) HTTP/1.1
Content-Length: 0,  
Authorization: AUTHPARAMS
X-Amz-Date: 20201201T193725Z
User-Agent: Grafana/8.1.0

レスポンス例

HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: 12345678-abcd-4442-b8c5-262b45e9b535
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Content-Length: 132
Connection: keep-alive
Date: Tue, 01 Dec 2020 19:37:25 GMT
Content-Type: application/json
Server: amazon
content-encoding: gzip

{ 
    "status": "success", 
    "data": { 
        "resultType": "vector", 
        "result": [ 
            { 
                "metric": {}, 
                "value": [ 
                    1634937046.322, 
                    "252590622.81000024" 
                ] 
            } 
        ] 
    }
}

RemoteWrite
RemoteWriteこのオペレーションは、Prometheus サーバーから標準化された形式でリモート URL にメ
トリクスを書き込みます。通常は、Prometheus サーバーなどの既存のクライアントを使用してこの操作
を呼び出します。

有効な HTTP 動詞:

POST
有効URI

/workspaces/workspaceId/api/v1/remote_write
URL クエリパラメータ:

なし

RemoteWrite取り込み速度は毎秒70,000サンプル、取り込みバーストサイズは1,000,000サンプルです。

リクエスト例

POST /workspaces/ws-b226cc2a-a446-46a9-933a-ac50479a5568/api/v1/remote_write --data-binary 
 "@real-dataset.sz" HTTP/1.1
Authorization: AUTHPARAMS
X-Amz-Date: 20201201T193725Z
User-Agent: Prometheus/2.20.1
Content-Type: application/x-protobuf
Content-Encoding: snappy
X-Prometheus-Remote-Write-Version: 0.1.0

body

Note

リクエスト本文の構文については、https://github.com/prometheus/prometheus/blob/ 
1c624c58ca934f618be737b4995e22051f5724c1/prompb/remote.pb.go#L64 にあるプロトコル
バッファ定義を参照してください。
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レスポンス例

HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: 12345678-abcd-4442-b8c5-262b45e9b535
Content-Length:0
Connection: keep-alive
Date: Tue, 01 Dec 2020 19:37:25 GMT
Content-Type: application/json
Server: amazon
vary: Origin
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Amazon Managed Service for 
Prometheus ユーザーガイドのドキュ
メント履歴

次の表は、Amazon Managed Service for Prometheus ユーザーガイドのドキュメントに関する重要な更新
事項についてまとめたものです。このドキュメントの更新に関する通知については、RSS フィードでサブ
スクライブできます。

変更 説明 日付

Amazon マネージドGrafana との
統合のサポートを追加しました

Prometheus 用 Amazon マネージ
ドサービスには、Amazon マネー
ジド Grafana アラートとの統合
のサポートが追加されています。

2022 年 11 月 23 日

新しい権限が追加されました 
AmazonPrometheusConsoleFullAccess

AmazonPrometheusConsoleFullAccess管
理ポリシーに新しい権限を追加し
て、 CloudWatch アラートマネー
ジャーとルーラーイベントのログ
をログに記録できるようにしまし
た。

2022 年 10 月 24 日

Amazon EKS オブザーバビリ
ティソリューションを追加しま
した。

Amazon Managed Service for 
Prometheus に、AWSオブザーバ
ビリティアクセラレータを使用
した新しいソリューションが追
加されました。詳細については、
「AWSオブザーバビリティアク
セラレータの使用」を参照してく
ださい。

2022 年 10 月 14 日

Amazon EKS コストモニタリン
グへの統合のサポートを追加し
ました。

Prometheus 用 Amazon マネージ
ドサービスには、Amazon EKS 
コストモニタリングへの統合のサ
ポートが追加されています。詳細
は、「Amazon RDS コストモニ
タリングとの統合」を参照してく
ださい。

2022 年 9 月 22 日

Amazon CloudWatch Logs のア
ラートマネージャーとルーラー
ログのサポートを開始しまし
た。

Prometheus 用 Amazon マ
ネージドサービスが Amazon 
CloudWatch ログのアラートマ
ネージャーとルーラーエラー
ログのサポートを開始します。
詳細については、「Amazon 
CloudWatch ログ」を参照してく
ださい。

2022 年 9 月 1 日
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カスタムストレージ保持サポー
トが追加されました。

Amazon Managed Service for 
Prometheus は、そのワークス
ペースのクォータを変更すること
で、ワークスペースごとにカスタ
ムストレージ保持サポートを追加
します。Amazon マネージドサー
ビス for Prometheus のクォータ
の詳細については、「サービス
クォータ」を参照してください。

2022 年 8 月 12 日

Amazon CloudWatch に使用状況
メトリクスを追加しました。

Amazon Managed Service for 
Prometheus に使用状況メトリ
クスを Amazon CloudWatch に
送信するサポートが追加され
ています。詳細は、Amazon 
CloudWatch メトリックスを参照
してください。

2022 年 5 月 6 日

欧州 (ロンドン) リージョンでの
のサポートを追加しました。

Amazon Managed Service for 
Prometheus がサポートされま
す。

2022 年 5 月 4 日

Amazon Managed Service for 
Prometheus が一般公開され、
ルールとアラートマネージャー
のサポートが追加されました。

Amazon Managed Service for 
Prometheus が一般公開されてい
ます。また、ルールとアラート
マネージャーもサポートしていま
す。詳細については、「記録ルー
ルとアラートルール」および「ア
ラートマネージャーとテンプレー
ト」を参照してください。

2021 年 9 月 29 日

タグ付けのサポートが追加され
ました。

Amazon Managed Service for 
Prometheus ワークスペースのタ
グ付けがサポートされます。

2021 年 9 月 7 日

アクティブシリーズと摂取率の
割り当てが増加しました。

アクティブシリーズのクォータ
は1,000,000に増加し、取り込み
レートのクォータは毎秒70,000
サンプルに増加しました。

2021 年 2 月 22 日

Amazon Managed Service for 
Prometheus プレビューリリース
です。

Amazon Managed Service for 
Prometheus のプレビューがリ
リースされています。

2020 年 12 月 15 日
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AWS 用語集
最新の AWS の用語については、「AWS 全般のリファレンス」の「AWS 用語集」を参照してください。
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翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾が
ある場合、英語版が優先します。
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